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Figure 1:The original Japanese text is written vertically, right to left. 
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»分8|](大分別〕 11 

(Je5 UZ3) 

JaqEnu 35eQ. 

等正*なり、明行具足者なり#逝なり.世間解者なり*無上士なり'調御丈夫なりX 

飞の師な覺者なり-世尊なりjと。彼は天界®界梵天界を含むこの世界，沙門^ 

羅門天入衆のことを.自ら誑悟-^他に一說示し給ふ。彼は初も善く中も善く終も 

痒き.文義具足せる敎法を說き，完く#き全く淸淨なる梵行を示ナ。莕き哉、是の 

如き阿羅庚を見んことや1。 

二時に昆蘭若婆羅門は世尊の所に詣れり^'iり巳りて世尊と2に敬1¢せり、敬 

碴してssffi正しき言葉を交はし一方に坐せり。一方に坐し巳りて昆蘭若婆羅 

*門戈世尊に斯く言へり、『友|9螢、我は朗けり4沙門租罃は香宿長老の婆羅門 

にも挨接し立ちて敬jlsし或は座をもちて請ずることなし^。友顧#、今正し 

く然り、實に汝翟®は香宿長老の婆羅門にも挟拶し立ちて敬禮し或は座をもち 

て5Sずるととなし。友粗#*そは正當なることに非ず。【婆羅門，我-天界置 

界梵天界を含むこの世界に於て.沙門婆M門天人衆に於て、我の挨梭し立ちて敬 

醴し或は座をもちて請ずベき者を見ず。婆羅門.若し世®挨楼をなし立ちて 

敬16し戒は座をもちて請ずれば、跫に彼の頭は破るべしJ。 一xs panlsu21 
1J 

a)}ou pu« ▼«40 
三 f®師翟鸯は無味の色なりi。『婆羅n、Kに一理由あり.その理由によりて# 

く我が事を語りて•1沙門Igsは無味の色なりjAJ云ふなり。婆羅門，かの色味. 

聲昧.香味.味味•觸昧>Jれ等は如来には棄てられ，根本を斷たれ•根をlgたれたる夕 

丨ラ樹の如くにて•麵有に蹄し未來に於て再生せさる法なり。婆M門、この理 

由によりて# く我が事をIsりて、r沙門粗#は無味の色*りI云ふなり。然れ 

ども汝の就きて云ふ所は然らざるなりJ。 
0 

~尊師|6*は快樂を缺くもの攻り、『婆M門、.®に一理由あり*その理由により 

て#く我が事を語りて-；沙門Is#11は快樂を缺くものなりjAJ云ふなり。婆羅門' 

かの色樂.聲樂.香樂.味樂•觸樂•これ等は如来には粢てられ……再生せざる法なり。 

婆羅門、この理由によりて.然れども汝の就きて云ふ所は然らざるなり0 

f尊師槌赍は非作茉論者なり一。『婆羅門，實にI理由あり，その理由にIりて… 

…「沙門钽聋は非作業%者なりjAJ云ふなり。婆M門.我は實に身惡菜.語惡菜. 

意惡業に對して非作を說、種々なる惡不善法の非作を說く。婆羅門•この理 

由によりて.然れども汝の就きて云ふ所は然らざるなりJ。 

sns PJa>qiN 波霣夷 Jalqlunu dCTaJdT 三 



Introductory remarks 凡例 

一、今卷依用の底本はHermann 00:31^^刊行本(1、§0-§,1882)にして兼ねて暹 

羅版を參照せり。 

一、本文行頭に羅馬數字を以て底本の頁數を附し、彼此參看に便せり。 

一、文中(〕印を以て括せる語又は句は譯者の揷入せるものなり。 

一、文中.或は…乃至…又は…〔〕…とあるは庭本に然く省略せるものに 

して〖.〕或は:•乃至…〕とせるは譯者が便宜上省畧せるものなり。 

一、文字の右肩に附せる白拔羅馬數字は註の對照番號にして註の文は波羅夷、 

僧殘、捨墮、波逸提、提捨尼、衆學法の各終りに之を出せり。 

一、固有名詞の中、その音譯の漢譯中に存するものは可及的に之を採り巴利原 

音の假名を附せり。但し漢譯律は主にサンスクリットょりの翻譯なれば、 

その音！！は必ずしも巴利語のそれに對應すとは言ふべからず。 

凡 例 一 



一、術語、名詞等に於ても可及的に漢譯語を用ひ、且つ漢譯態の文章を用ふるに 

努めたり。 .. 

一、假名を以て表せる發音も巴利語の正確なる音を寫せるものとは言ひ難し 

從つて漢字假名いづれの表音も、その正しきを知る爲には卷末索隱中の原 

語に依るを嬰す。 

一、索隱は發音索隱と漢字索隱との二種とし、前者は假名字、原語線馬字，漢字の 

順に後苕は漢字、原語羅馬字の順に配し、總て五十音順に列位す。frnして漢 

字索隱中には固有名詞の外に術語をも合入した.り。 

一、目次中括孤内に示す戒條の名目は比丘戒九十二波逸提までは佛音の註巴 

利善見律にょる。それ以後は巴利善見律に名目を附せざるが故に便宜上 

四分律行事鈔等にょ.りて適宜の名目を附したり。 . 

〇 
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.一 
波羅提提舍尼(p-sdesaniya)はffiにfr白すべきb意にして漢譯に悔過とす、他人に對し 

て吿白懺悔すべき罪にして食事に關す〇四ケ條ようなる。この卯を犯せるものは 

一人の比丘に對して懺悔せねばならぬ。 

一八五 

提舍尼一〔在俗家從非親尼取食戒J 一八五 
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衆學法.三〇一 

衆學(sekhiya)は原語は學留の意Kしてこれは罪の名でなく食事の仕方、說法の仕方、 

俗家人K近づく時の注意等多くの學♦ふべき威儀作法をのべたるものにして、こnに 

反する行爲をなせば突吉羅gとなる。これに七十五ケ條あう、漢譯にては四分#、五 

分律共に百ケ條ある故に古來百衆學と呼ばnる。これを故意に犯せる時は上座比 

丘に對して懺悔すべく、故意ならざる時はA己の、0中にて懺悔すnばよい。 
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衆學四六f脹頰食戒〕...三一七 

衆學四七(振手食戒j.三一七 

衆學四八(撒飯粒戒j.三一八 

衆學四九〔舌S食座.三一八 

衆學五〇〔作聲食戒〕.三一九 

衆學五一【吸食戒J.....三一九 

衆學五二S手食M.三二〇 

衆學五三〔舐鉢食戒j.三二〇 

衆學五四S唇食戒〕.三二〇 

衆學五五(汚手捉水瓶戒J.三二〇 

衆學五六〔棄鉢水戒〕.三一二 

衆學五七f與持蓋者說法戒〕.三ニニ 

衆學五八f與持杖者說法戒〕.三二四 

衆學五九f與持刀者說法戒.三二四 

衆學六〇〔與持武器者說法戒J.三二五 

衆學六一〔與著草履者說法戒j..三二五 

衆學六一二與著革屣者說法戒j...三二六 
衆學六三〔與乘車者說法戒〕.三二六 



衆學六四f與臥床者說法戒〕. 

衆學六五f與亂坐者說法戒〕. 
衆學六六〔與裹頭者說法S. 

衆學六七〔與覆面者說法戒〕. 

衆學六八〔人座牀己坐地上說法S 

衆學六九〔人在高座說法戒J. 

衆學七〇〔人坐己立說法戒〕. 

衆學七 一A在前行說法戒j. 

衆學七1H人在善道說法戒j. 

衆學七三f立小便戒}. 

衆學七四f青草上大小便戒〕. 

衆學七五〖水上大小便痰唾戒〕. 

三二六 

三二六 

三二七 

三二七 

三二八 

三二八 

三三一 

三三一 

三三一 

三三二 

三三二 

三三三 

滅諍法..三三五 
滅靜法(£11ぎ21^533^1^)も卵の名に非ずして泔蝴中に起らんとし戍は起れる紛議 

を鎭める方法をあげたるものにして、乙nにょつて適當に約諍を鈸めざる時は上座 

が突吉羅罪となる。乙nに七種あぅ、常に七滅箝と言はる。純分別の部Kてはmに 

、 名0をあげるのみ、小Ngav四滅靜篇に娄しく說く。 • 



锊分別(比&尼分別} 

比丘尼分別〔比丘尼戒一 

&MS...一 
比丘尼波羅夷法にA戒あ彡、内四戒は比丘戒と共通なる故其の餘の四戒を出す、故に 

今の一はm五戒にして以下順次繰下ぐべきなぅ。 

波羅夷一〔摩觸戒j.一 

波羅夷二〔覆比丘尼重罪戒〕.，.一 

波羅夷三〔隨順被擧比丘違諫戒j.一 • 

波羅夷四〔八事成重戒j.-—* 

三三七 

三三七 

三四六 

三四九 

三五四 

三五九 

比丘尼ff]*殘法に十七戒あぅ、內七戒は比丘戒と共通なる故省畧して餘の十戒を出す 

共通の七戒は比丘戒僧殘の五•八•九•一〇•一一二二•三なう。十七m殘の順序は比丘 

戒の五人•九が比丘尼の一•一.三にして、四丨九は以下に出づる一丨六にして、一〇丨一 

三は比丘戒の一〇丨一三、一四—一七は以下に出づる七丨一〇な6。 

僧殘一〔訴訟戒〕. 

偕殘二〔度賊女戒〕. 

僧殘三f四獨戒〕.……… 

佾殘四〔界外解擧戒〕…… 

僧殘五〔受染心男子食戒} 

三五九 

三六三 

三六七 

三七二 

三七五 



% 

僧殘六(勸受染心男子食戒〕.三七七 

僧殘七〔瞋心捨三寶違....三/〇 
僧殘八〔發起四諍謗僧違..三八三 

僧殘九〔親近住違諌戒... 

僧殘一〇〔謗僧勸親近住違諌1.三八八 

捨墮法.. 

比丘尼戒捨墮法に三十戒あ6、內十八戒は比丘戒と共通なる故错畧し餘の十二戒を 

出す。典通の十八戒は比丘戒捡逍の一•二•三丄ハ•七八•九•一 〇•一八•一九•二〇±二•二三•二 

五±六•二七±A三〇な6。順序は乙の十八戒を次に出す十二戒の次に順次Sく。 

故に一は^十三戒なぅ。 

捨墮一〔長鉢戒j.三九三 

捨墮二〔非時衣戒j.三九七 

捨墮三〔貿衣後強奪戒j.三九九 

捨墮四〔乞是後乞彼戒〕.四〇二 

捨墮五〔購是後購彼戒〕...四〇四 

捨墮六〔他用僧伽財戒〕.四〇六 
捨墮七〔他用自乞僧伽財戒〕.四〇八 

捨墮八〔他用別衆財戒〕.四〇九 

4 



捨墮九〔他用自乞別衆財戒〕. 

捨墮一〇〔他用自乞別人財戒〕.四 

捨墮一一〔乞重..四 

捨墮ーニ〔乞輕衣戒〕...四 

... K 
比丘尼波逸提法は百六十六戒あぅ、內七十戒は比丘戒と共通な6、故にこnを省畧し 

て餘の九十六戒を出す。比丘波逸提中の始めの九十二戒ょ6次の二十二戒を除け 

る七十戒が共M戒なi。ーニ.ニニニ1三±四*1五二一六二一七二1八.二九.三9三三ニニ五.三 

六•三九•四 一•六四丄ハ五丄ハ七•八三•八五A九•九一。戒の順序は共通戒七十條戒を順次第 

一乃至m-七十戒とし、以下に出す戒を順次av七十一乃至第百六十六戒とす。 

波逸提一〔食蒜戒〕.四 

波逸提二〔剃隱處毛戒〕.四 

波逸提三(相拍戒〕.四 

波逸提四〔樹膠生支戒〕.四 

波逸提五〔洗淨過限戒】.四 

波逸提六〔供給水扇戒j.:.四 

波逸提七〔乞生榖戒〕.四 

波逸提八〔墻外棄不淨戒〕..四 

一三 

一五 

一八 

一八 

二〇 

ニー 

ニニ 

二四 

二六 

二八 

二九 



波逸提 

波逸提 
波逸提 

波逸提 
波逸提 

皮逸提 

波逸提 

波逸提 
波逸提 

波逸提 

波逸提 

波逸提 
波逸提 

波逸提 
波逸提 

波逸提 

波逸提 
波逸提 

九f靑草上棄不淨戒j. 
一0〔歌舞觀聽戒〕. 

一一〔共男子夜中獨共語戒〕. 

ニニ共男子屛履處獨共語戒:: 
一三f共男子露地獨共語戒〕. 

一四〔遣去伴比丘尼戒〕. 

一五〔食前入他家不語主人去戒〕 

一丄ハ〔食後入不語主人去戒一. 

一七【不語主人着座戒〗. 
一八〔不審受師語戒〕. 

一九〔瞋心呪詛戒). 

二〇〔打己啼泣戒j.:. 
ニー【裸身沐浴戒一. 

ニニ〔過量水浴衣戒〕. 
二三〔縫衣過五日戒〕. 

二四〔不着僧伽梨過五日戒〕：：… 

二五t着他衣戒j. 

二六【僧衣作妨難戒〕. 

:四三一 
•四三二 

:四三四 
••四三六 

，•四三七 

•四三七 

•四三九 
.四四二 

•四四三 

四四五 

四四七 

四四八 

、四五〇 
四五一 

•四五三 
•四五五 

•四五六 
•四五八 



波逸提二七t遮分衣戒}. 

波逸提二八〔與白衣外道衣戒Y. 

波逸提二九【薄望得衣戒〕：：•：•： 

波逸提三0〔遮出切德衣戒〕：：‘：」 
波逸提三一〔無衣同牀臥戒〕…：: 

波逸提三二〔同被褥戒〕. 

波逸提三三〖故意惑惱戒}. 

波逸提三四〔不着同活尼病戒〕… 

波逸提三五〔牽他出房戒〕. 

波逸提三六〔親近居士子違諫戒〕 

波逸提三七〔國內恐怖處遊行戒J 

波逸提三八〔國外恐怖處遊行戒j 

波逸提三九〔雨期遊行戒〕. 

波逸提四〇〔安居竟不去戒〕…… 

波逸提四一〔觀王宮園林戒〕…… 

波逸提四二〔高床尾毛牀戒〕…… 

波逸提四三〔紡績戒j. 

波逸提四四〔與白衣作事戒〕…… 

四四四四四四四四四四四四四四四四四四 
八八八八八七七七七七七六六六六六六五 
五四三一〇九八七四一〇八七六四ニー九 



波逸提四五〔不興他滅諍戒〕. 

波逸提四六〔與白衣外道食戒〕. 

波逸提四七〔月華衣戒〕. 
波逸提四八〔不捨住處出遊戒一. 

波逸提四九〔自作呪術戒〕. 

波逸提五〇〔敎人呪術戒〕. 

波逸提五二有比丘僧園不問入S 
波逸提五二〔罵比丘戒〕. 

波逸提五三〔罵尼衆戒〕. 
波逸提五四(背請®. 

波逸提五五〔慳嫉俗家戒〕. 
波逸提五六〔無比丘住處安居戒〕•… 

波逸提五七〔二部僧中不自恣戒r: 

波逸提五八示往聽誡戒〕. 

波逸提五九〔半月不請敎授戒〕：…： 

波逸提六〇〔使男子破癰戒〕. 
波逸提六一〔度姙婦戒〕. 

波逸提六二〔度乳兒婦女戒〕. 

四八六 
四八八 

四八九 
四九〇 

四九二 
四九三 

四九四 

四九七 

四九九 

五〇一 
五〇三 

五〇四 
五〇五 

五〇七 

五〇八 
五〇九 

五一一 
五ニー 



五五五五五 
■' • — • > _ ▲ 

一^•プしノVプて！H 

五二三 

五二四 

五二五 

五二六 

五二七. 

五二八 

五三〇 

五三一 

五三二 

五三四 

五三六 

五三七 

五三八 

波逸提六三〔度不學六法沙彌尼戒〕… 

波逸提六四〔不乞僧度學法沙彌尼戒〕 

波逸提六五〖度未滿十二曾嫁女戒〕… 

波逸提六六®不與六法曾嫁女戒〕… 

波逸提六七〔不乞僧度學法曾嫁女戒一 

波逸提六八〔不二歲敎護弟子戒〕. 

波逸提六九〖不二歲隨和尙戒〕. 

波-逸，提七〇〔度嬸女不令遠去戒〕…… 

波逸提七一〔度減年童女戒〕. 

波逸提七二〔度不學六法童女戒〕…… 

波逸提七三〔不乞僧度學法女戒〕. 

波逸提七四〔未滿十二夏度人戒〕.. 

波逸提七五〔滿十二夏不乞僧度人戒〕 

波逸提七六〔不聽度人謗僧戒〕•………： 
波逸提七七〔取他衣不爲授具戒〕…：： 

波逸提七八〔令二年隨學不爲授具戒〕 

波逸提七九〔度與男子交友學法女戒j 

波逸提.八〇〔父母夫主不聽变人戒r: 

辟分別(比fil尼分別) 

XVIII 



波逸提八一〔別住者與欲度學法女戒〕. 
波逸提八二〔各年度人戒〕. 

波逸提八三〔一歲度二人戒一. 
波逸提八四〔持着盖屣戒〕. 

波逸提八五〔乘乘戒〕. 

波逸提八六〔着袴衣戒j. 

波逸提八七〔著婦女飾身具戒〕. 

波逸提八八〖香紛塗身戒〕. 

波逸提八九〔胡麻油塗身戒〕. 

波逸提九〇〔使比丘尼摩身戒〕…. 

波逸提九一〔使學法女摩身戒〕. 

波逸提九二〔使沙彌尼摩身戒〕. 

波逸提九三〔使白衣女摩身戒〕. 

波逸提九四〔比丘前着座戒〕.. 

波逸提九五〔不聽問義比丘戒〕. 

波逸提九六〔不著僧祇支戒〕. 

提舍尼法. 
比ill尼從企尼は八戒あうitir.戒と兆Mのものなし 

五三九 

五四一 

五四二 

五四三 

五四五 

五四六 

五四七 

五四八 

五四九 

五五〇 

五五一 

五五一 

五五一 

五五二 

五五三 
五五四 

五五七 



經分別(比£尼分別〕 1IC 

提舍尼H乞酥戒〕. 

提舍尼ニー八〔乞油.寧砂糖•魚•肉•乳•酪座 

^ . 

比丘尼衆學法はJtfn戒と共通な-^故にその第一と、第七十五を出して他を街Sす。 

衆學一〔齊整著涅槃僧戒}. 

衆學七五〔水上大小便痰唾戒〕. 

l^cpft... 

滅靜法も比丘戒と共通な6。比丘戒と同じく名目のみを出す、內容は小品第四滅 

靜篇を見るべし。 * 

索隱 • 

S5[1.... 

筆2...い... 

⑸⑴ 

五五五 
—I- 

ハハ ノ、 

五五五 
六五五 
一九七 



Sutta-vibhanga 2経分別二 

はいつだい 

Pacittiya 1-10波逸提一〜一〇 

モウゴ 

□? SC: Bhikkhu Vibhanga, Pacittiya 1:Musavada 妄言吾 

律藏經分別 (スツタ.ギバンガ) 

彼の世尊、應供、正等覺者に歸命す 

諸大德今この九十二波igt提ィ法は11出さる 

波逸提 
I その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時ハッタカ釋子あり、 

言語を反覆十。彼外道と論議し、非となしては是となし、是となしては非と十、異 

答をなし、故らに妄語をなし、時處を約してはこれを破れり。諸外道譏嫌非難せ 

り、「何ぞハッタカ釋子は我等と論議し、非となしては是となし、是となしては非 

波逸提 



となし、異答をなし、故らに妄語し、約をなしてはこれを破るや」と。諸比丘彼のM 

外道の譏嫌非難ナるを聞けり。かくて諸比丘はハ"タカ釋子の許に到りて力 

く言へり、『友、ハッタカ、汝實に外道と論議し、非となしては是となし……破る 

や01友、彼等外道は如何にもして說伏十ベく、必ず彼等に勝を與ふべきに非ず」 

と。諸比丘の中少欲なる者譏嫌非難せり、『何ぞハッタカ釋子は外道と論議し 

非となしては是となし、是となしては非となし、異答をなし、故らに妄語し、約をな 

してはこれを破るや」と。かくて諸比丘は世尊にこの事を白せり。時に世尊は 

この因緣にょりて比丘衆を集めしめ、ハッタカ釋子に問ひ給へり、『ハッタカ、 

汝實に外道と論議し、非となしては是となし.妄語し、約をなしてはこれを破 

るや」。『實なり、世尊」。佛世尊呵責し給へり、『愚人、汝何ぞ外道と論議し非と^ 

しては是となし.妄語し'約をなしてはこれを破るや、愚人、これ未信者をし 

て信ぜしめ…乃至…『諸比丘、汝等當に是の如くこの學處を誦十べし- 

故意の妄語は波逸提なリ」と。 

ニーー『故意の妄Pとは欺誑せんとする者の言、語、說、話、語吿等非聖の語業なり 



卽ち見ざるを我見たりと言ひ、聞かざるを我聞けりと言ひ、覺せざるを我覺せり 

と言ひ、知らざるを我知れりと言ひ、見たるを我見ずと言ひ、聞けるを我聞かずと 

言ひ、覺せるを我覺せずと言ひ、知れるを我知らずと言ふなり。 

見ずとは眼にて見ざるなり、聞かずとは耳にて聞かざるなり、覺せずとは瀆に 

て嗅がず、舌にて味はず、身にて觸れざるなり、知らずとは心にて識らざるなり 

見るとは眼にて見たるなり、聞くとは耳にて聞けるなり、覺すとは鼻にて嗅ぎ舌 

にて味ひ身にて觸れたるなり、知るとは心にて識りたるなり。 

二三事により不見なるを「我見たり」と故妄語すれば波逸提なり、卽ち二〕先に「我 

虛妄を語らん」と思ふゴー〕語る時「我虚妄を語る」と思ふ、〔三〕語り已りて「我によりて虛 

妄は語られたり」と思ふなり。 ，.- 

四事により不見なるを「我見たり」と故妄語すれば波逸提なり、卽ち先に「我虛妄 

を語らん」と思ふ、語る時「我虛妄を語る」と思ふ、語り已りて「我によりて虛妄は語ら 

れたり」と思ふ、所見に異なりて說くなり。 

五事により不見なるを.「我によりて虛妄は語られたり」と思ふ所見に異な 
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りて說く、所忍に異なりて說くなり。 

六事により不見なるを「.語られたり」と思ふ、所見に異なりて說く、所忍に異 

なりて說く、所樂に異なりて說くなり。 

七事により不見なるを「.語られたり」と思ふ、所見に異なりて說く、所忍に異 

な!\て說く、所樂に異なりて說く、所想に異なりて說くなり。 

三事により不聞なるを「我聞けりを…乃至…不覺なるを「我覺せり」と…乃至… 

不知なる^我知れり」と故妄.語すれば波逸提なり、卽ち先に「我虚妄を語らん」と思 

ふ、語る時「我虚妄を語る」と思ふ、語り已りて「我により虛妄は語られたり」と思ふな 

り。四事により…乃至…五事により…乃至…六事により…乃至…七事により 

……所想に異なりて說くなり。 

三三事にょり不見なるを「我見•聞せり」と故妄語すれば波逸提なり。三事にょ 

り下見なる^我見4せり」と.不見なるを「我見•知せり」と.不見なるを「我見• 

聞.覺せり」と.不見なるを「我見•聞•知せり」と.不見なるを『我見•聞.覺•知せりjと 

故妄語すれば波逸提なり"•丨 



三事により不聞なるを『我聞*せり」と.不聞なるを「我聞•見せり」と. 

不聞なるを「我聞.覺•知•見せり」と故妄語すれば波逸提なり。三事により不覺なる 

を「我覺•知せり」と.、.不覺なるt我覺•知•見•聞せり.」と故妄語すれば波逸提な 

り。三事により不知なるを「我知•見せり」と.、.不知なるを-我知•見•聞.覺せり• 

と故妄語すれば波逸提なり。 

四三事により見たるを「我見ず」と…乃至…聞けるを「我•聞かず」と…乃至…覺せ 

るを「我覺せず」と…乃至…知れるを「我知らず」と故妄語すれば波逸提なり。 

五 三事により見たるを「我聞けり」と……見たるを「我覺せり-と.見たるを「我 

知れり」と故妄語す.れば波逸提なり。三事により見たるを『我聞.覺せり」と.昆 

4たるを「我聞•知せり」と.見たるを「我聞•覺•知せり」と.、.知れるを「我見•聞•覺 

せり」と故.妄語すれば波逸提なり。 

六 三事によりて、見に於て疑あり、見を確記せず見を憶ぜず見を忘る、聞に於て 

疑あり、聞を確記せず聞を憶せず聞を忘る、覺に於て疑あり……、知に於て疑あ 

.知を忘る、を「我知•見す」と言ひ、知を忘る、を「我知4せり」と言ひ、知を忘る 



をr我知•昆•翊才り」と言ひ、知を忘る、を「我知•見•聞•覺せり」と故妄語すれば波逸提な 

四事により、五事により、六事により、七事により、知を忘る、を「我知•見•聞•覺せり」 

と故妄語すれば波逸提なり、卽ち先に「我虛妄を語らん」と思ふ、語る時『我虛妄を語 

る」とSふ、語り已りて「我により虛妄は語られたり」と思ふ、所見に異なりて說く、所 

忍に異なりて說く、所樂に異なりて說く、所想に異なりて說くなり。 

七戟興にて說く'早急に說く、I興にて說くとは思慮せずして說くなり、早急 

に說くとは一を說かんと思ひて〔誤りて〕他を說くなり)癡狂者、最初の犯行者は不 

犯なり。 

波逸提二 

111 その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時六群比丘•善比 

丘と靜論し善比丘を罵り、種により、名により、姓により、行業により、技術により病 

により、泪により、欲念により、罪により、卑少により、罵によりて惡口し輕侮せり。 



諸比丘の中少欲なる者譏嫌非難せり、「何ぞ六群比丘は善比丘と靜論して善比 

丘を罵り、種により.惡口し輕侮するや」と。かくてかの諸比丘はこの事を世 

尊に白せり…乃至…「諸比丘、汝等實に善比丘と諍論して善比丘を罵り種によ 

り……惡口し輕侮するや」。「實なり、世尊」。佛世尊呵責したまへり『愚人、汝等 

何ぞ善比丘と諍論し善比丘を駡り、種により..…：惡口し輕侮するや、愚人、これ 

未信者をして信ぜしめ…乃至…呵責し給ひて說法し諸比丘に語り給へり。 

二 1g比丘、往昔得叉尸羅國の一婆羅門にナンディギサーラ(歡喜滿)と名づく 

る牛ありき、時にナンディギサーラ牛は彼の婆羅門にかく言へり、「婆羅門、卿 

往いて、我が牛は滿荷せる百車を牵くべしと言ひて長者と千金の賭をなす、〈し」 

と。かくて彼の婆羅門は「我が牛は滿荷せる百車を牽くべし」と言ひて長者と千 

金の賭をなせり。諸比丘、かくて彼の婆羅門は百車に滿荷しナンディギサー 

ラ牛に繫ぎてかく言へり、「進め❸無幾章け無角」と。その時ナンディヸサーラ牛 

はその場に立ち停まれり。諸比丘、かくて彼の婆羅門は千金を失ひて憂ひに 

沈めり。寺^:ナンディギサーラ牛はかの婆羅門にかく言へり、『婆羅門、卿何 



6 

が故に憂ひに沈めるや」。「我實に汝の爲に千金を失へり」。『婆羅門、卿何が故に 

無角に非ざる我を無角と呼びて辱めしや、卿〔更に荏いて、我が牛は滿荷せる百車 

を率くべしと言ひて長者と二千金の賭をなすべし、而して無角に非ざる我を無 

角と呼びて辱むること勿れ」と。 

諸比丘、かくて彼の婆羅門は「我が牛は滿荷せる百車を牵くべし」と言ひて長 

者と二千金の賭をなせり、時にかの婆羅門滿荷せる百車をナンディギサーラ牛 

に繫ぎてかく言へり、「進め、善牛、章け、善牛」と。諸比丘、時にナンディギサーラ 

牛は滿荷せる百車を牵けり。 

愛語を語るべし 

愛語を語る者の爲には 

必ず不愛語をなす勿れ 

〔牛はI荷をも牵き 

皮に財寶をも#しめ それによりて歡喜ありぬ 

「諸比丘、その時惡口輕侮の語は我に不愛語なりき、今如何でか惡口輕侮の語 

が愛語ならんや。諸比丘、これ未信者をして信ぜしめ…乃至…諸比丘、汝等 

當に是の如くこの學處を誦すべし一^ 

_- 

r 



駡醫語は波逸提な=>」と。 

二—一 「罵#語」とは十事によりて罵詈す、卽ち種により、名により、姓により行業 

により、職技により、病により、相により、欲結により、犯過VCより惡罵によりてなり 

種とは二種あり、卑種と貴種となり。卑種とは旃陀羅種、竹師種'獵師種車師種 

除糞者種、これ等を卑種と.名づく。貴種とは刹帝利種、婆羅門種、これ等を貴種と 

名づく。 •, 

名とは二名あり、卑名と貴名となり。卑名とはアヴカンナカ：チヤヴカンナカ 

ダーーツタカ、サギツタカ、クラヴツダカ等各方國に於て卑しめられ輕侮卑蔑され 

尊敬されざるもの、これ等を卑名と名づく。貴名とは佛と結ばれ法と結ばれ僧 

と結ばれ各方國に於て輕侮卑蔑されず尊敬さる、もの、これ等を貴名と名づく 

姓とは二姓あり、卑姓と貴姓となり。卑姓とはコーシヤ姓、バーラドヴーヂャ 

姓て▼て各方國に於て輕侮卑蔑され尊敬されざるもの、これ等を卑姓と名づく。 

貴姓とはゴータマ姓、モツガツラーナ姓、カツチャーヤナ姓、•ワーシツタ姓等各方 

國に於て輕侮.されず尊敬さる、もの、これ等を貴姓と名づく。 

波逸毘二 九. 

〇 



行業とは二業あり、卑業と貴業となり。卑業とは木工業、掃除業等各方國に於 

て輕侮 尊敬されざるもの、これ等を卑業と名ノ 貴業とは耕作、商賈、牧牛 

等各方國に於て輕侮.されず尊敬さる、もの、これ等を貴業と名づく。 

職技とは二技あり、卑技と貴技となり。卑技とは籠技、陶技、織技、皮革技、理髮技 

等各方國に於て輕侮……尊敬されざるもの、これ等を卑技と名づく。貴技とは 

計、數、書等各方國に於て輕侮……されず尊敬さる、もの、これ等を貴技と名づく 

一切の病は卑なり'然れども蜜便病は貴なり。 

相とは二相あり、卑相と貴相となり。卑相とは極長極短極黑極白、これ等を卑 

相と名、、〇.く。貴相とは極長にあらず極短にあらず極黑にあらず極白にあらず、 

これ等を貴相と言ふ。 

一切の欲結は卑なり。 

一切の犯過は卑なり、然れども預流犯、定犯は貴なり。 

惡罵とは二罵あり、卑罵と貴罵と^り。卑罵とは汝は駱駝なり、汝は羊なり、汝 

は牛なり、汝は驢馬なり、汝は畜生なり、汝は墮地獄人なり、汝に善趣なし、惡趣こそ 



汝に待たる、ものなりと言ひ、或は0ャの音をもつて呼び或はパの音をもつて呼 

び、或は男女根の名をもつて呼ぶ、これ等を卑罵と名づく。貴罵とは汝は賢者な 

り、汝は有能者なり、汝は智者なり、汝は多聞^り、汝は說法者なり、汝に惡趣なし、善 

趣こそ汝に待たる、ものなりと言ふ，これ等を貴罵と名づく。 

二 一比丘他比丘に對ひ惡口の意にて、輕侮の意にて、困惑せしめんとの意にて 

卑語をもつて卑賤の種、旗陀羅、竹師、獵師、車師、除糞師に言ふ、汝は旃陀羅なり、汝は 

竹師なり、汝は獵師なり、汝は車師なり、汝は除粦師なりと言：語每に波逸提の 

罪を得。 

一比丘他比丘に……困惑せしめんとの意にて、卑語をもつて貴種の刹帝利婆 

羅門に言ふ、汝は旃陀羅なり、……除糞師なりと言はく語語に波逸提なり。 

一比丘他比丘に……困惑せしめんとの意にて、貴語をもつて卑種の旃陀羅… 

…除糞師に云ふ、汝は刹帝利なり、汝は婆羅門なりと言はく語語に波逸提なり。 

一比丘他比丘に….：困惑せしめんとの意にて貴語をもつて貴種の刹帝利婆 

羅門に言ふ、汝は刹帝利なり、汝は婆羅門なりと言はく語語に波逸提なり。 



一比R1也比丘に.困惑せしめんとの意にて卑語をもつて卑賤の名了ワカ 

ンチカ、ヂヤ•ワカンナカ、•ターーツタカ、サギツタカ、クラヴツダカに言ふ、汝はアブカ 

ンナカなり.汝はクラヴッダカなりと言はS語語に波逸提なり 

一it丘也比王に.困惑せしめんとの意にて卑語をもつて貴名のブッダラ 

ツキタ、.タンマラツキタ、サンガラツ.キタに言ふ、汝は了ヴカンナカなり.汝は 

クラヴツダカなりと言はく語語に波逸提なり。 
一it丘他比iに.困惑せしめんとの意にて貴語をもつて卑名に.貴語 

をもつて貴名に……波逸提なり。 

-比丘虹比丘に.困惑せしめんとの意にて卑語をもつて卑賤の姓コーシ• 

ヤ、パーラドヴーヂャに言ふ-……卑語をもつて貴姓のゴータマ、モツガッラーナ 

カツチヤ—ヤナ：ワーシッタに言ふ、……貴語をもつて卑姓に……貴語をもつて 

クラワ 
51 

ッガッラ—ナ 

貴語をもつて 

貴姓に……波逸提なり。 

一比丘&Jt丘に……困惑せしめんとの意にて卑語をもつて卑賤の業、木工、掃 

除夫に言ふ……卑語をもつて貴業の耕者、商賈者、牧者に云ふ……貴語をもつて 



卑業に.貴語をもつて貴業に……波逸提なり 

一比丘他比Eに.困惑せしめんとの意にて卑語をもつて卑賤の技"籠師、陶 

師、織師、皮革師、理髪師に云ふ……卑語をもつて貴技の計師、数®書•師に云ふ…… 

貴語をもつて卑技に……貴語をもつて貴技に……波逸提なり。 

一比丘他比丘に.困惑せしめんとの意にて卑語をもつて卑賤の病なる癩 

患者、膨病者、肺患者^癎者に言ふ……卑語をもつて貴病なる蜜便病者に言ふ-… 

…貴語をもつて卑病に•：…貴語をもつて貴病に……波逸提なり。 

一比丘他比丘に……困惑せしめんとの意にて卑語をもつて卑相の極長者® 

短者、極黑者'極白者に言ふ……卑語をもつて貴相なる極長に非ず、極短に非ず® 

9黑に非ず；極白に非ざる者に言ふ……貴語をもつて卑相に……貴語をもつて貴 

相に……波逸提なり0 

一比丘他比丘に.困惑せしめんとの意にて卑語をもつて卑欲なる貪、瞋、癡 

に縛せらる/者に言ふ.卑語をもつて貴欲なる離貪者、離瞋者、離癡者に言ふ 

……貴語をもつて卑欲に……貴語をもつて貴欲に……波逸提なり。 



經分別(大^^ 一⑵ 
_ I-——^ ■ = ■ ■ ■ - - 1111 

— パ—ラ，ヂカ 

一it丘也Jt丘に.困惑せしめんとの意にて卑語をもつて卑犯たる波羅夷 

犯戒者、㈣藏邺航ず、飢粼！f驭戒者't,_lr犯戒者、酊酽'^‘サ舍‘犯戒者、突吉羅犯戒 

者、Eハ邮紀者に言ふ……卑語をもつて貴犯たる預•墘篆e言ふ……貴語をもつ 

て卑犯者に.，貴語をもつて貴犯者に.波逸提なり。 

Jit丘他比ーエに.困惑せしめんとの意にて卑語をもつて卑少なる驗蛇羊 

牛M馬、畜生、墮地獄人に言ふ、汝は驗駝なり.…：汝は墮地獄人なり汝に善趣^し 

惡趣こそ汝に待たる、ものなりと言はく語語に波逸提なり。一比丘他比丘に 

……困惑せしtrるの意にて卑語をもつて貴高なる賢者、有能者、智者'多聞者、說法 

者に言ふ、汝は駱駝なり.惡趣こそ汝に待たる、ものなりと言はく語語に波 

逸la疋なり。一比丘也比丘に.困惑せしむるの意にて®語をもつて卑少の駱 

駐……墮地獄人に言ふ、汝は賢者なり、汝は有能者なり、汝は智者念り、汝は多聞者 

なり、汝は說法者なり、汝に惡趣なし，善趣こそ汝に待たる、”ものなりと言はゞ語 
.語て波逸蹇なり。,比丘他比丘に…：.困惑せしむるの意にて貴語をもつて貴 

高〇賢考.に言ふ….…串たる、もの^りと言は5語‘語K:波逸提なり 



三 一比丘他比丘に.困惑せしめんとの意にてかく言ふ、『こ、に數多の旃 

陀羅、竹師、獵師、車師、除糞師あり」と言は♦、語語に惡作なり。一比丘他比丘に. 

困惑せしめんとの意にてかく言ふ、「こ、に數多の刹帝利、婆羅門あり」と言はく 

語語に惡作なり。 

一比丘他比丘に.困惑せしめんとの意にてかく言ふ、『こ、に數多の了 ♦ヮ 

カンナカ、ヂヤヴカンナカ、ダ-ーッタカ，サヰッタカ、クラヴツダカあり.フッダ 

ラツキタ、ダンマラツキタサンガラツキタ コ1シャパ1ラドワ1 

ゴータマ、モッガッラーナ、カツチヤーヤナワーシッタ 木工業者、掃除業者… 

…耕作業者、商賈者、牧牛業者……籠師、陶師、織師、皮革師、理髪師……計師、數師、書師 

.癩患者、膨病者、肺患者、癲癇者……蜜便病者‘…：極長者、極短者、極黑者、極白者 

……非極長者，非極短，者、非極黑者、非極白者……貪縛者、瞋縛者'癡縛者……離貪者、 

離瞋者、離癡者……波羅夷犯戒者…乃至…惡說犯戒者……預流者……駱駐、羊、牛、 

驢馬、畜生，墮地獄者、彼等に善趣あることなし、惡趣こそ彼等に待たる、ものなり 

.賢者、有能者、智者、多聞者、說法者、彼等に惡趣あることなし、善趣こそ彼等に待 



たる、ものなりと言はく語語に惡作なり . 

四 一比丘赵it丘に……困惑せじめんとの意にてかく言ふ、實にこれ等旃陀羅 

竹0、鼠師、車師、掃除師等がと言はゞ…乃至…實に賢者、有能者、智者多K者說法者 

たる人達と言はゞ語語に惡作なり。 
五一比£也比丘に.困惑せしめんとの意にてかく言ふ、我等は旗陀羅竹師 

獵師、車師、掃除師に非ずと言はM…乃至…我等は賢者、有能者、智者、多聞者、說法者 

に非ず、我等に惡趣有ることなし、善趣こそ我等に待たる、ものなりと言はゞ語 

語に惡作なり。 
六一比丘未受具者に……困惑せしめんとの意にて卑語をもつて卑賤者に言 

>、卑語をもつて貴高者に言ひ、貴高語をもつて卑者に言ひ、貴高語を%-つて貴高 

者なる賢者、有能者、智者、多聞者、說法者に言ふ、汝は賢者なり、汝は有能者なり、汝は 

智者なり、汝は多聞者なり、汝は說法者^り、汝に惡趣あることなし善趣こそ汝に - • ! • • • » 

#たる、ものなりと言はゞ語語に惡作なり。 

一比£:未受具者尺.困惑せしめんとの意にてかく言ふ、こ、に數多の旃陀 



.I 
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羅.ぁり、.•我等は賢者、有能者、智者、多聞者、說法者に非ず我等に惡趣たし善 

U趣こそ我等に待たる、ものなりと言はく語語に惡作なり 

七一比丘他比丘に對ひて惡口輕蔑の意なく困惑せしめんとの意なく數興の 

爲に卑語をもつて卑賤の旃陀羅"竹師，獵師、車師、掃除師に言ふ、汝は旗陀羅なり… 
•ハーシ 

…汝は掃除者なりと言はM語語に惡說なり。 

一Jt丘也比丘に惡口 .の意なく戲興の爲に卑語をもつて貴高の刹帝利婆 

羅門に言ふ、汝は旃陀羅なり.汝は除糞者なりと言はく .貴語をもつて卑 貴語をもつて卑 

賤に……貴語をもつて貴高の刹帝利、婆羅門に言ふ、汝は刹帝利なり、汝は婆羅 

なりと言はゞ語語に惡說な.り。 

一比丘也比 一irに惡口.の意なく戲興の爲に卑語をもつて卑賤に言ふ…乃 

至…卑語をもつて貴高に言ふ、貴語をもつて卑賤に言ふ、貴語をもつて貴高の賢 

者.に云ふ.善趣こそ汝に待たる、ものなりと言はく語語に惡說なり 

一Jt丘&Jt丘M惡口..の意なく斂興の爲にかく言ふ、こ、に數多の旃陀羅 

……ぁり、……我等は賢者、有能者、智者、多聞者、說法者に非ず、我等に惡趣ぁること 



12 
無し'善趣こそ我等に待たる、ものなりと言はゞ語語に惡說なり。 

八 一比丘未受具者に惡口……の意たく戲興の爲に卑語をもつて卑賤に言ふ 

…乃至…卑語をもつて貴高に言ふ、貴語をもつて卑賤に言ふ、貴語をもつて貴高 

なる賢者.に言ふ.善趣こそ汝に待たる、ものなりと言はゞ語語に惡說 

なり。 

一比丘未受具者に惡口.の意なく戧興の意にてかく言ふ、こ、に數多の旃 

陀羅……ぁり、……我等は賢者•有能者、智者、多聞者、說法者に非ず、我等に惡趣ぁる 

ことなし、善趣こそ我等に待たる、ものな令と言はく語語に惡說なり。 

九—義の爲に說くもの、法の爲に說くもの、敎授の爲に說くもの、癡狂者、最初の犯 

行者は不犯なり。 

波逸提三 

| その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。時に六群比丘鬪諍を起し 

論爭をなせる諸比丘に離間語を供せり。この語を聞きて此と破せしめんが爲 

r 



に彼に語り、彼の語を聞きて彼と破せしめんが爲に此に語れり。これによりて 

未だ起らざる諍事は起り、巳に起れる諍事は，益々太となれ^-。諸比丘の中少欲. 

なるもの譏.嫌非難せり、「何ぞ六群比丘は鬪諍を起し.離間語をなし.語 

り.起り.大となる」と。かくて彼の諸比丘世尊にこの由を白せり…乃至 

…「諸.Jt丘、汝等實に鬪諍を起し…〔乃至;大となるや」。「世尊、實なり/佛世尊 

呵責したまへり、.「愚人、汝等何ぞ鬪靜を起し…〔乃至:•大となる愚人 これ未 

信者をして信ぜしめ巳信者をして信を增長せしむる所以にあらず…乃至…諸 

比丘、汝等當に是の如くこの學處を誦すべしI—. 

比丘を^間せしむる語は波逸提なリ」と。 

二—一 離間語とは二事によりて離間語あり、卽ち愛好を得んが爲、或は離叛せ 

しめんが爲なり。 

十事によりて離間語を供す、卽ち種により、名により、姓により、行業により、職技 

により、病により、欲結により、犯過により、惡罵によりなり。 

蕾とは二種あり、卑種と貴種となり、卑種とは旃陀羅種，竹師種、獵師種、車師種、除 
_ f _ ン I 
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粦者重、これ等を卑種と名づく。貴種とは刹帝利種、婆羅門種、これ等を貴種と名 

づく…乃至！.7®Mとは二罵あり、卑罵と貴罵となり、卑罵とは汝は駱駝なり. 

13或は男女根の名をもつて呼ぶ、これを卑駡と名づく。貴罵とは汝は賢者なり… 

…善®こそ汝に待たる、ものたりと言ふ、これを貴罵と名づく。 

二比丘が一比丘の語を聞きて他比丘に離間語を供十、某比丘汝を游陀羅•竹師. 

獵師•車師•除糞師と言へりと語れば語毎に波逸提なり。比丘が一比丘の語を聞 

きて他比丘に離間語を供す、某比丘汝を刹帝利、婆羅門なりと言へりと語れば… 

…某比丘汝をアヴカンナカ、ヂャヴカンナカ、ダーーッタカ、サギッタカ、クラヴッダ 

力なりと言へりと語れば.某比丘汝を驗It•芊t驢馬•畜生•墮地獄人なり汝に 

善趣なし、惡趣こそ汝に待たる、ものなりと言へりと語れば……某比丘汝を賢 

者•有能者•智者.多聞者•說法者なり、汝に惡趣あることなし、善趣こそ汝に待たる、 

もの^りと言へりと語れば語語に波逸提なり。 

比丘が一比丘の語を聞きて他比丘に離間語を供す、某比丘「こ、に數多のr陀 

羅•竹師•獵師•車師•除糞者あり」と言へり、彼は他のものを言へるに非ず、汝をこそ言 



へるなりと語れば語語に惡作なり。比丘が一比丘の語を……供す、某比丘『こ、 

に數多の刹帝利、婆羅門あり」と言へり、彼は他のものを言へるに非ず、汝をこそ言 

へるなりと語れば……某比丘ど、に數多の賢者、有能者、智者、多聞者，說法者あり、 

彼等に惡趣あることなし、善趣こそ彼等に待たる、もの^り」と言へり、彼は他の 

ものを言へるに非ず、汝をこそ言へるなりと語れば語語に惡作なり。 
比丘が一比丘の語を……供す、某比丘「實に旃陀羅、竹師、獵師、車師、除糞師なる人 

達」と言へり、彼は他のものを言へるに非ず、汝をこそ言へるなりと語れば.某 

Jt丘「實に賢者、有能者、智者、多聞者、說法者なる人達」と言へり、彼は他のものを言へ 

るに非ず、汝をこそ言へるなりと語れば語語に惡作なり。 
比丘が一比丘の語を.供す、某比丘「我等は旗陀羅.非ず..某比丘『我等 

は賢者、有能者、智者、多聞者、說法者に非ず、我等に惡趣あること無し、善趣こそ我等 

14に寺たる、ものなり」と言へり、彼は他のものを言へるに非ず、汝をこそ言へるな 

りと語れば語語に惡作なり。 

三it丘が一比£0語を聞き他比丘に離間語を供ナれば語語に•波逸提なり。 



比丘が一比丘の語を聞きて未受具者に離間語を供すれば惡作なり。比丘が一 

未受具者の語を聞き比丘に離間語を供すれば惡作なり。比丘が一未受具者の 

語を聞きて他の未受具者に離間語を供すれば惡作なり。 

四愛好を得んが爲に非ず、離叛せしめんと欲するに非ざるもの、癡狂者、最初の 

犯行者は不犯なり。 

波逸提四 
一 その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時六群比丘は優婆塞 

に句を逐ひて法藷〕を同誦せしめたり。〔爲に〕優婆塞は比丘に尊敬なく隨順せず 

互に相&禮することなくして住せり。諸比丘の中少欲なるもの譏嫌非難せり、 

「坷ぞ六群比丘は優婆塞に句を逐ひて法を同誦せしむるや、爲に優婆塞.住す」 

と。かくて彼の諸比丘は世尊にこの事を白せり…乃至…「諸比丘、汝等實に優 

婆塞に句を逐ひて法を同誦せしめ、爲に優婆塞.住するや」。「實なり、世尊」。佛 

世尊呵責したまへり、「愚人、汝等何ぞ優婆塞に句を逐ひて法を同誦せしむる 



や、爲に優婆塞……住す、愚人、これ未信者を信ぜしめ、已信者の信を增長せしむ 

る所以に非ず…乃至…諸比丘、汝等當に是の如くこの學處を誦すべしI 

何Tflの比丘と雄も未だ具足戒を受けざる者に句を逐ひて法を同誦せしむ 

仉ば波逸提なy」と。 

二1一 「何れの.はいかなる者をも：.•乃至…。 

「比丘」とは，…乃至…これこの所に於て意味さる、比丘^り。 

「未だ具足戒を受けざる者」とは比丘、比丘尼を除きてその他のものを未受具戒 

者と名づく。 
0 

15旬 隨句隨字隨味 

句とは共に始め共に終るなり、隨句とは別に始めて共に終るなり、隨字とは「色 

は無常なり」と言ふに「色」と言ひて止めるなり、隨味とは「色は無常なり」と言ふに「受 

は無常なり」と音を出さしむるなり。^隨句、隨字、隨味は凡てこれ句を逐ひての 

法と名づく 0 

「法」とは佛所說、聲聞所說、仙人所說、天人所說のものにして義を具し法を具する 



ものなりc 

「同誦せしむ」とは句によりて誦せしむれば句每に波逸提なり、字によりて誦せ 

しむれば字々に波逸提なり。 . 

二未受具者に未受具者の想にて句を逐ひて法を誦せしむれば波逸提なり、未 

受具者に疑想ありて句を逐ひて法を誦せしむれば波逸提なり、未受具者に受具 

者想にて句を逐ひて法を誦せしむれば波逸提なり。受具者に未受具者想なる 

は^i口 i夕なり、受具者に疑想なるは突吉羅なり、受•具者に受具者想なるは不犯な 

〇 

三〔未受具者と〕共に受學する時、共に習修する時、大部を通達せる經偈を讀誦す 

る者を〔彼が一偈だけ落して誦せざりし時斯く誦するなりと〕さへぎり敎ゆる時 

〔大衆中にて高聲に讀誦する時知ぢけて〕詰まれる者に〔斯く誦せよと共に〕誦する 

時、癡狂者、最初の犯行者は不犯なり。 
• . • 

* . . 

波逸提五 



I その時佛世尊はHr«"t邑ホぎm9ぎ塔廟に在しき。時に諸の優婆塞說法を 

_かんとて僧園に至れり。說法終りて長老比丘は各自の精舍に歸れり。年少 

比丘はその講堂にて優婆塞と共に臥し、正念を失ひ、無意識にて裸形となり、寢言 

を言ひ、軒をかけり。諸の優婆塞譏嫌非難せり、「何ぞ大德、正念を失ひ、無意識 

にして裸诊となり寢言をなし軒をかきて臥するや」と。諸比丘彼等優婆塞の譏 

S嫌非難するを聞けり、諸比丘の中少欲なるもの譏嫌非難せり、「何ぞ諸比丘未だ 

具昆戒を受けざるものと同宿するや」と。かくて彼等諸比丘世尊にこの事を白 

せり…乃至…「諸比丘、實に比丘等は未受具者と共に宿するや」。「實なり、世尊、 

佛世尊呵責したまへり、「諸比丘、何ぞ彼等愚人は未受具者と宿するや、諸比丘、 

こtL未«者をして信ぜしめ…乃至…諸比丘、汝等當に是の如くこの學處を誦 

すべし- 

何れの比丘と雖も未だ具足戒を受けざるものと同宿せば波逸提なり」と。 

是の如く世尊にょりこの學處は諸比丘の爲に制せられたり。 

二その時世尊阿羅毘邑にて隨意に住したまひて後僑fft彌に向ひて遊行に發 

厂.■1 m - ■ I 1111 ml 

波逸提五 II五：. 
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バダリカー 

ち、慚々に遊行し給ひて僑賞彌に到りたまへり。かくて世尊僑賞彌，婆耆羅園に 

住したまへり。諸比丘は長老のI喉羅にかく言へり、「友、羅喉羅、世尊により 住したまへり。諸比丘は長老の羅喉羅にかく言へり、「友羅腦羅世尊にょり 

て未受具佼人と同宿すべからずとの學處制せられたり、友羅喉羅、汝自ら床を 

知れ」と。その時具壽羅眼羅は床を得ずして厠中に宿をとれり。時に世尊その 

夜嘵方起床したまひて厠に到り、磬歎の聲をなしたまひ、羅喉羅も亦謦歎せり、「誰 

ぞや」。「世尊、我羅喉羅なり」。「羅喉羅、汝何が故にこ、に坐せるや」と。その時 

具壽羅喉羅は世尊にかの由を白せり。その時世尊この因緣にょりて說法し給 

ひ諸比丘に吿げたまへり、「諸比丘、未受具戒人と二三夜同宿することを聽す 

汝等當に是の如くこの學處を誦すべし- 

何机の比丘と雖も未だ具足戒を受けざるものと二夜三夜を過ぎて同宿せ 

ば波逸提なリ」と。 

三1一 「何れの」.意味さる、比丘なり。 

「未ぞ具足®を受けざるもの」とfri比丘を除きその餘のものを「未受具戒人」と名 

I 
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17 「二夜三夜を過ぎて」とは二夜三夜以上なり。 

「同」とは一所になり。 
❿ 

「宿所」とは一切覆所一切障所、多分覆所、多分障所なり。 • 

「宿せば」とは第四日の嘵に於て未受具戒人の臥せる所に比丘臥すれば波逸提 

なり、比丘の臥せる所に未受具戒人臥するも比丘，は波逸提なり、或は兩者共に臥 

すれば波逸提なり、立ちては再三臥せば〔各〕波逸提なり。 

二未受具戒人に未受具戒人.想にて二夜三夜を過ぎて同宿すtl.ば波逸提なり、 

未受具戒人に疑想にて二夜三夜を過ぎて同宿すれば波逸提なり、未受具戒人に 

具戒人想にて二夜三夜を過ぎて同宿すれば波逸提なり。半覆半障所に於ては 

突吉羅なり、具戒人に未受具戒人想なるは突吉羅なり、具戒人に疑想なるは突吉 

羅なり、具戒人に具戒人想なるは不犯なり。 

三 二夜三夜宿し、二夜三夜已下を宿し、二夜宿し三夜に於て曉方以前に去りて 

再び〖來りて一宿するは不犯なり、一切有覆一切無障なる所にて、一切有障一切無覆 

なる所にて、多分有稷多分無障なる所にて宿するは不犯なり。未受具戒人臥せ 

波逸提五 . , 二七 



る所に比丘坐す、比丘臥せる所に未受具戒人坐す、兩者坐すは不犯なり。癡狂者、 

最初の犯行者は不犯なり。. 

波逸提六 - 

| その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時具壽阿那律獨り舍 

衞城に趣かんとて拘藤羅國にて一村里に到れり。その時その村里K於て一女 

、にょりて設けられたる福德舍ありき。時に具壽阿那律はかの女人の許に到 

りてかく言へり、「¥、汝若し不可無くんば我福德舍に一夜を旧さん」。「大德、 

宿したまへ」と。他の旅人等も亦彼の女人の許に到りてかく言へり、「大姉、汝 

18若し不可無くんば我等福德舍に一夜を宿さん」。「賢者、かの沙門先に来れり若 

しs せ«旨すVし-と。かくてかの旅人等具壽阿那律の許に到りてかく言へ 
• * - 

り、「大德、師若し不可無くんば我等福德舍に一夜を宿さん」。「賢者、宿せ」と。 
• • - - - - .!• .. • . • ... '.*■• 二.. - .• »• . -••”，•」 

その時かの女人具壽阿那律を見て彼に著念を生ぜり、かくてかの女人阿明# 
- » « » • . • • • • r - - ^ * - , « • » a . 

©許に到りて彼にかく言へり、「大德、尊師この諸人の爲に妨難せ.られ•て.^^ 
.... • - - _# 

r 



にaし得ざるべし、いざ大德、我大德の爲にわが舍內に床を設くべし」と。具壽 

阿那律は默然としてこれを諾せり。時にかの女人阿那律の爲に舍內に床を設 

け已りて自ら粉飾し香を塗りて具壽阿那律の許に到りてかく言へり、「大德、 

尊師は優美端麗なり、我も亦fe美端麗なり、いざ大德、我尊師の婦とならん」と。 

かく言は.れて具壽阿那律は默然たり。二度…乃至…三度かの女人具壽阿那律 

にかく言へり、「大德、尊師は優美端麗なり、我も亦優美端麗なり、いざ大德、尊 

師我が凡てを所有したまへ」と、三度具壽阿那律は默然たり。時にかの女人衣を 

脫して具壽阿那律の前にて歩行し、立ち、或は又坐し、或は仰臥せり。その時阿那 

律は眼を伏してかの女人を見ず、又語らざりき。その時かの女人、「異なるかな、奇 

なるかな、衆人.百千金を以て我に遺る、然るにこの沙門は我により自ら求められ 

て而も我が一切を所有するを欲せず」とて衣.を著して具壽阿那律の足下に頭を 

垂れて具壽にかく言へり、「大德、我狂愚なるま、に、擬冥なるま、に、不善なる 

まゞに罪過によりて制伏せられ是の如きをなせり、大德、將來の制御の爲に我 

が罪を罪として〖懷悔するを〕納受し給はんことを」。「實に妹、汝は狂愚なるま、 

波逸提六 一一九 
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に、擬冥なるま、に、不善なるま、に、罪過に制伏せられ是の如きをなせり妹汝 

19は罪を罪として認め如法に懺悔するが故に我等それを納受せん、妹、若し人あ 

りて罪を罪として認め將來の制御の爲に如法に懺悔するは實に聖者の律に於 

て增長の事な 

かくてかの 

供し鉋滿に至 
零 

に坐.せり。一 

り,と 

女人はその夜竟りて具壽阿那律に美味な 
お 

らしめ食事已りて鉢より手を放ける具壽 

方に坐し已れる彼女に具壽阿那律は法話 

る硬軟の食を手づから 

阿那律を敬禮して一方 

をなして敎示訓誡し踊 

躍歡喜せしめたり。畤に阿那律の說法訓誠によりて踊躍歡喜せるかの女人は 

具壽阿那律にかく言へり、「殊勝なるかな大德、殊勝なるかな大德、譬へぱ隹 

されたるを起し覆はれたるを現はし、迷へるものに道を示し、『具眼者は物を見 

るならん』とて闇中に燈火を.揭ぐるが如く、是の如く尊師阿那律は種々の方便も 

て法を說示し給へり、大德、我今かの世尊に歸依し法に歸依し比丘僧に歸依し 

奉る、尊師、願はくは自今已後命終に至るまで〔三寶に〕歸依せる優婆夷として我 

を攝受し給へ」と0 



かくて具壽阿那律は舍衞城に至りて諸比丘にこの事を語れり。諸比丘の中 

少欲なるもの譏嫌非難せり、「何ぞ具壽阿那律は女人と同宿するや」と。かくて 

諸比丘この由を世尊に白せり…乃至…、「阿那律、汝實に女人と同宿せしや」。. 

實なり、世尊」。佛世尊呵責したまへり、「阿那律、汝何ぞ女人と同宿するや、阿那 

律、これ未信者を信ぜしめ…乃至…諸比丘、汝等當に是の如くこの學處を誦 

すべ 

何仉の比丘とsiも女人と同宿せば波逸提なリ」と 

ニーー 「何れの」とは.意味さる、比丘なり。 

「女人」とは人女にして夜叉女•餓鬼女•畜生女に非ず、t人女は〕始生の女人をも云 

ふ、况んや長大なるをや。 

「同」とは一所になり。 

「宿所」とは一切覆■所、一切障所、多分覆所、多分障所なり。 

「宿せば」とは嘵方に於て女人の臥せる所に比丘臥すれば波逸提なり、比丘の臥 

せる所に女人臥すれば波逸提なり、或は兩者臥すれば波逸提なり、立ちては再三 

波逸提六 三一 



臥すれば〔各〕波逸提なり〇 

二女人に女人想にて同宿せば波逸提なり、女人に疑想にて同宿せば波逸提な 

り、女人に非女人想にて同宿せば波逸提なり。半覆半障所にては突吉羅なり、夜 

叉女或は餓鬼女或は黃門或は畜生女と同宿せば突吉羅なり、非女人に女人想な 

るは突吉羅なり、非女人に疑想なるは突吉羅なり、非女人に非女人想なるは不犯 

なり。 

三 一切^:邊一切無障所にて、一切有障一切無覆所にて、多分有覆多分無障所に 

て、女人臥せる所に比丘坐す、比丘臥せる所に女人坐す、兩者坐-t癡狂者、最初の犯 

行者は不犯なり。 . 

波逸提 
ダーヰ 

I その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。、時に具壽優陀夷は舍衞城 

に檀越を有し多くの家々に來往せり。時に具壽優陀夷はS朝下衣を著け上衣 

と鉢とを持して一家に到れり。その時姑は住屋の入口に坐し嫁は內室の入口 



に坐せり。時に具壽優陀夷は姑の許に近づきて姑の爲に私かに說法せり、その 

寺嫁W:かく謂へり、「かの沙門は姑母の愛者なるや、或は惡口するや」と。具壽優 

陀夷は姑の與に私かに說法し已りて嫁の許に到りて彼の女の與に私かに說法 

せり。その時姑はかく謂へり、「かの沙門は嫁の愛者なるや、或は惡口するや」と 

21かくて具壽優陀夷は嫁の與に說法し已りて去れり。 

時に姑は嫁にかく言へり、「かの沙門は汝に何を語りしや」。「母、我か與に法 
0 . . / •- » • » 

を說けり、されど母の爲には何を語りしや」。『我にも亦法を說けり」と。彼の女等 

譏嫌非難せり、「何ぞ尊者優陀夷は私かに說法するや、實に明らかに公明に說法 

すべきなり」と。諸比丘彼の女人等の譏嫌非難するを聞けり、諸比丘の中少欲な 

る者譏嫌非難せり、「何ぞ具壽優陀夷は女人の與に說法するや」と。かくて諸比 

丘世尊にこの由を白せり…乃至…、「優陀夷、汝實に女人の與に說法せるや1-〇 

「實なり、世尊」。佛世尊呵責したまへり、「愚人、汝何ぞ女人の興に說法するや、恩 

人、これ未信者を信ぜしめ…乃至…諸比丘、汝等當に是の如くこの學處を誦 

すべし-. 

窆,：一^ Iビー1 .•一一一一一一 
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何れの比丘と雖も女人の與に說法すれば波逸提なり」と。 

是の如く世尊により諸比丘の爲にこの學處は制せられたり。 

二その時優婆夷等諸比丘を見てかく言へり、「いざ、諸尊師法を說き給へ」妇 

女人の興に說法するは如法に非ず」。「諸尊師五六語もて說法したまへ、それによ 

りても法は知られ得ん」。「妹、女人の與に說法するは如法に非ず」とて畏愼して 

說かざりき。優婆夷等譏嫌非難せり、「何ぞ尊師等我等に請はる、に說法せざ 

るや」と。諸比丘彼の優婆夷等の譏嫌非難するを聞けり、時に諸比丘世尊にこの 

事を白せり。かくて世尊この因緣により說法したまひ諸比丘に日へり、「諸比 

丘、女人の與に五六語をもつて說法するを聽す、諸比丘、汝等當に是の如くこ 

の學處を誦すべし . 

何れの比丘と雖も女人の與に五六語以上說法すれば波逸提なり」と。 

22是の如く世尊により諸比丘のためにこの學處は制せられたり。 

三その時六群比丘「世尊は女人の與に五六語にて說法するを聽したまへり」と 

て嵌知の男子を陪席せしめて女人に對ひて五六語以上をもつて說法せり。諸 



比丘の中少欲なるもの譏嫌非難せり、「何ぞ六群比丘は無知の男子を陪席せし 

めて女人に對して五六語以上をもつて說法するや」と。かくてかの諸比丘世尊 

にこの事を白せり…乃至…、「諸比丘、汝等實に無知の……說法するや、「實な 

り、世尊」。佛世尊呵責したまへり、「愚人、汝等何ぞ無知の.說法するや、愚人、 

これ未屠者を信ぜしめ…乃至…諸比丘、汝等當に是の如くこの學處を誦すべ 

何机の比丘と雖も女人に對して五六語を過ぎて說法せば、有知の男子【の陪 

席あるを除きて波逸提なy,と。 

四| ■何れの-とは.意味さる、比丘なり 

r女人」とは人女にして夜叉女.餓鬼女•畜生女に非ず、人女の有知にして善語•惡語、 

蠱惡語•非矗惡語を知り得るものなり。 

「五六語を過ぎて」とは五六語以上をもつてなり。 

「法」とは佛所說、聲聞所說、仙人所說关人所說のものにして義あり法あるものな 



「說〔示〕」とは句にょりて說けば句每に波逸提なり、字にi-りて說けば字字波逸 

提なり。 

「有知の男子を除きて」とは有知の男子を除外するなり。「有知」の男子とは善語. 

惡語•蟲惡語•非織惡語を知り得るものなり。 

二女人に女人想にて五六語を過ぎて說法すれば有知の男子【ぁる〕を.除きて波 

逸提なり、女人に疑想にて.除きて波逸提なり、女人に非女人想にて.除き 

23て波逸提なり。夜叉女或は餓鬼女或は黃門或は畜生女の人體を有つものに對 

して五六語を過ぎて說法すれば有知の男子を除き突吉羅なり。非女人に女人 

想なるは突吉羅、非女人に疑想なるは突吉羅，非女人に非女人想なるは不犯なり 

三有知の男子ぁる、五六語をもつて說法する、五六語以下をもつて說法す、立ち 

て再び坐し說く、女人立ちて再び坐しそれに於て說く、他の女人に對して說く、問 

をなす、問をなされて說く、他人の爲に說けるを女人聞くは不犯なりil狂者、最初 

の犯行者は不犯なり。 ‘， • . 



波逸提八 

I j一 ，の時佛世尊は毘舍離大林の重閣講堂に在しき。時に衆多の知識、親 

友比丘は婆裘河畔に於て雨安居に入れり。時に跋香の地飢饉にして生活し難 

く白骨狼藉し、作物は葉莖のみを生じ施與に依りて生活すること容易ならざり 

その時かの諸比丘謂へらく、「今や跋耆は凯謹にして生活し難 容易 

にあらず、我等何等の方便によりてか和合一致し鬪諍なく安易に安居を過し飲 

食を以て苦となさゞるや」と。或る比丘は斯く.言へり、「いざ友、我等諸居士の 

爲に仕事をなさん、かくて彼等は我等に施與せんと想ふべし、是の如くして我等 

は和合一致し[1諍なく安易に安居を過し飲食を以て苦とせざるべし」と。或る 

比丘は斯く言へり、「止めよ、友、諸居士の爲に仕事をなして何かせん、いざ友、 

我等諸居士の爲に使をなさん、然らば彼等は我等に施與せんと想ふべし、かくて 

我等は和合一致しII諍なく安易に雨安居を過し飲食を以て苦とせざるべし」と 

或る比丘は斯 り、「止.めよ、友、諸居士の爲に仕事をなし、諸居士の爲に使 

をなして何かせん、いざ友、我等は諸居士に對ひて互の上人法を讃歎せん、『か 



經分別(大分別) __ _1=7 I . 
1_>-1 - - I 

24の比丘は初禪の得者なり、かの比丘は第二禪の得者なり、かの比丘、は第三禪の得 

者な幻、かの比丘は第四禪の得者なり、かの比丘は預流果なり、かの比丘は一來果 

なり、かの比丘は不還果なり、かの比丘は阿羅漢果なり、かの比丘は三智を得たり、 

かの比丘は六神通を得たり』と。かくて彼等は我等に施與せんと想ふべし。是 

の如くして我等は和合一致し、鬪諍なく安易に安居を過し飲食を以て苦となさ 

ざるべし。友、.諸居士に互の上人.法を讃歎するこそ勝れたることなれ」.と力 

くてかの諸比丘は諸居士に互の上人法を讃歎せり、「かの比丘は初'禪を得たり 

…ぅ至…かの比丘は六神通を得たり」と。 

時にかの諸人は「實に^等に善利あり、我等に功德あり、この我等の爲に是の如 

き諸比丘安居に住せ^、この諸比丘の如き持戒者善法者なる是の如き比丘未だ 

曾て戋等.の爲に安吾に入れることなし」とて彼等はかの1®食を自ら食せず、父-a 

に供亡ず子女に與へず家婢に與へず友人に與、へず親戚同族に與へずしてそれ 

等を諸jt丘t興/たり。彼等はかの嚼食•味食•飮物を自ら飲まず、父母に供せず、 
• * 

子女に與へず家婢に與へず、友人に與へず、親戚同族に興へずしてそれ等を比丘 
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に與へたり。かくてかの諸比丘は美はしく諸根肥大、顏色光澤、皮色充悅なりき。 

二世尊に見えんとて到るは安居を竟れる諸比丘の常法なり。時にかの諸比 

乓安居三月を竟り坐臥處を攝め衣鉢を持して毘舍離に到れり。漸々に遊行し 

て昆舍離の重閣講堂の世尊の御許に到れり、到り已りて世尊を禮して一方に坐 

せり。時に毘舍離の地にて安居を竟りし比丘等は形體枯瘦顔色憔悴、脈管悉く 

現はれ飢渴に迫れり。然るに婆裘河邊の諸比丘は美はしく諸根肥大、顔色光澤、 

皮色充.悅せり。客比丘と親しく挨拶を交はしたまふは諸佛の常法なり。その 
のたま 

時世尊は婆裘河邊の諸比丘にかく日へり、「諸比丘、諸事便安なりしや、食足り 

しや、和合一致し鬪諍なく安易に安居を過し、飲食を以て苦となさゞりしや」。# 

尊、我等諸事便安にして食足り、和合一致し鬪諍なく安易に安居を過し飲食を 

以て苦となさゞりき」と。如來は知りて問ひ又知りて問^.たまはず'時を知りて 

問ひ又時を知りて問ひたまはず、如来は義利あるを問ひ義利無きを問ひたまは 

ず、義利なきことは如來には橋梁破壤されたるなり。.二因緣を以ての故に佛世 

尊は諸比丘に問ひたまふ、或は法を說かんとし或は聲聞諸弟子の爲に戒を制せ 

波逸提八 

I 



んと欲したまふなり。その時世尊は婆裘河邊の諸比丘に斯く日へり、「諸比丘、 

汝等如何にしてその如く和合一致し鬪諍なく安易に安居を過し飲食を以て苦 

となさMりしや」と。かくて諸比丘世尊にかの因緣を白せり、「諸比丘汝等K 

に〔上人法〕有りや否や」。「有り、世尊」。佛世尊呵責したまへり、「諸比丘、汝等何ぞ 

口腹の爲の故に諸居士に互の上人法を證じて說くや、諸比丘、これ未信者を信 

ぜしめ…乃至…諸比丘、汝等當に是の如くこ.の學處を誦す、、〈し 

可仇の比丘と雖も未だ具足戒を受けざるものに對ひて上人法あリと說H 

ば實なyとも波逸提なリ」と。 

—一「何れの」とは 意味さる、比丘なり。 

「未だ具足戒を受けざるもの」とは比丘比丘尼を除きて殘餘のものを未受具戒 

人と名づく。 

「上人法」とは禪那•解脫•三味JE受*智見•道修•證果•離惡•心離華樂靜を言ふ。 

「禪那」とは初禪、二禪、三禪、四禪なり。 

「解脫」とは空解脫、無相解脫、無願解脫なり。 
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「三昧」とは空三昧、無相三昧、無願三昧なり。 

「正受」とは空正受、無相正受、無願正受なり。 

26「智晷とは三明なり。 . 

「道修」とは四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七覺支、八聖道なり。 

「證果」とは預流果證、一來果證、不還果證、阿羅漢果證なり。 

「離悪」とは離貪、離膨、離癡なり。 

「心離蓋」とは心が貪より離蓋し、臨より離蓋し、擬より離蓋する*り。 

「樂靜Jとは初禪によりて樂靜し、二#:によりて樂靜し、三禪によりて樂靜し、四禪 

によりて樂靜するなり。 

二「說けば」とは未受具戒人に對ひて「我は初禪を得たり」と語れば波逸提なり 

「說け‘ば」とは未受具戒人に對ひて我は初禪を得」と語れば波逸提なり。「說けば」と 

は未受具戒人に對ひて1初禪は得られたり」と……「我は初禪の得者なり」と……「我 

は初禪の主なり」と.「初禪は我によりて證せられたり」と語れば波逸提なり 

「說けば」とは未受具戒人に對ひて「二禪を、三禪を、四禪を我は得たり、我は得、得られ 



たり、Kは四®の导者なり、主なり、四禪は我によりて證せられたり」と語れば波逸 

提なり。 

「說けば」とは未受具戒人に對ひて「空解脫を、無相解脫を、無願解脫を、空三昧を、無 

相三昧を、無願三昧を、我は得たり、我は得、得られたり、我は無願三味の得者なり主 

なり、無願三味は我によりて證せられたり」と語れば波逸提なり。「說けば」とは未 

受具戒人に對ひて「空正受を、無相正受を、無願正受を、我は得たり、我は得、得られた 

り、我は無願正受の得者なり、主なり、無願正受は•我によりて證せられたり」と語れ 

ば波逸提なり。「說けば」とは未受具戒人に對ひて「三明を我は得たり.我は三 

明の得者なり……波逸提なり…乃至…。「說けば」とは未受具戒人に對ひて「四念 

S3住を、四正斷を.四神足を.我は得たり.我は四神足の得者なり…i波逸提なり 

「說けば」とは未受具戒人に對ひて「五根を、五力を我は得たり……我は五力の得者 

なり、主なり、五力は我によりて證せられたり」と語れば波逸提なり。「說けば」とは 

未受具戒人に對ひて「七覺支を我は得たり……我は七覺支の得者なり……波逸 

提なり。「說けば」とは未受具戒人に對ひて「八聖道を我は得たり.我は八聖道 

〇 



の得者なり.波逸提なり。「說けば」とは未受具戒人に對ひて「我は預流果を、一 

來果を、不還果を、阿羅漢果を得たり.我は阿羅漢果の得者なり.波逸提な 

り。「說けば」とは未受具戒人に對ひて「我が貪は捨てられたり、我が瞋は捨てられ 

たり、我が癡は捨てられたり、排せられたり、脫せられたり、捨せられたり、棄捨せら 

れたり、投げ棄てられたり、棄てられたり」と語れば波逸提なり。「說けば」とは未受 

具戒人に對ひて「我が心は貪より離蓋せり、我が心は……我が心は癡より離蓋せ 

り」と語れば波逸提なり。「說けば」とは未受具戒人に對ひて「我靜處に於て初禪を、 

二禪を、三禪を、四禪を得たり…：•靜處に於て我は•四禪の得者なり……波逸提な 

り0 

三「說けば」とは未受具戒人に對ひて「我は初禪と二禪とを得たり……我により 

て證せられたり」と語れば波逸提なり。「說けば」とは未受具戒人に對ひて「我は初 

禪と三禪とを……初禪と四禪とを.波逸提なり。「說けば」とは未受具戒人に 

對ひて「我は初禪と空解脫とを、無相解脫と耷無願解脱とを、空三昧とを、無相三昧 

とを、無願三昧とを得たり……我によりて證せられたり」と語れば波逸提なり。 



經分別(大分別)______ 

「說けば」とは未受具戒人に對ひて、「我は初禪と空正受とを、無相正受とを、無願正 

受とを得たり……我によりて證せられたり」と語れば波逸提なり。「說けば」とは 

未受具戒人に對ひて「我は初禪と三明とを得たり.…：，我によりて證せbれたり」 

と吾Iま成逸提なり。「說けば」とは未受具戒人に對ひて「我は初禪と四念住とを、 

)を、四神足と臺り我^りて5られisss 

り0「說けば」とは未受具戒人に對ひて「我は初禪と五根とを、五力とを得たり…… 

度Mよりて證せられたり」と語れば波逸提なり。「說けば」とは未受具戒人に對ひ 

て「我は初禪と七覺支とを、八聖道とを、预流果とを、一來果とを、不還果とを、阿羅漢 

を一一を得たり……我によりて證せられたり」と語れば波逸提なり。「說けば」とは 

^受具戒人に對ひて「我は初禪を得たり、我は錢得られたり：*乃至…我が食は捨 

てられたり、我が1Eは捨てられたり、我が癡は捨てられたり……棄せられたり」と 

語れば波逸提なり。「說けば」とは未受具戒人に對ひて『我は初禪を得たり我はV 

…乃至…我によりて證せられたり我が心は貪より.我が心は膜より.我 

が心は癡より離蓋せり」と語れば波逸提なり。 
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「說けば」とは未受具戒人に對ひて「我は二禪と三禪とを、二禪と四禪とを得たり 

……我が心は癡ょり離蓋せり」と語れば波逸提なり。『說けば」とは未受具戒人に 
I 

對ひて「我は二Wと初禪とを得たり•：…我によりて證せられたり」と語れば波逸 

提なり…… 

「說けば」とは未受具戒人に.對ひて「我が心癡より離蓋し、又初禪を、二禪を、三禪を、 

四禪を得たり……我によりて證せられたり」と語れば波逸提なり…乃至…。「說 

けば」とは未受具戒人に對ひて「我が心貪より離蓋し又我が心瞋より離蓋せり」と 

語れば波逸提なり。「說けば」とは未受具戒人に對ひて「我は初禪•二禪•三禪•四禪•空 

解脫•無相‘解脫•無願解脱•空三昧•無相三昧.無願三昧•空正受•無相正受•無願正受•三明. 

四念住•四正斷•四神足•五根•五力•七覺支•八聖道•預流果•一來學不還果•阿羅漢果を得 

29た幻、我は得、我に得られたり、我が貪は捨せられたり、我が瞋は捨せられたり、我が 

癡は捨せられ、脫せられ、捨てられ、棄捨せられ、投げ棄てられ、棄てられたり、貪より 

……■より…癡より我が心は離蓋せり」と語れば波逸提なり。 

四「說けば」とは未受具戒人に對ひて「我は初禪を得たり」と言はんと欲して「二禪 

波逸提八 四五 

TA 



經分別(大分別) eプ 

を得たり」と語り對者了解すれば波逸提なり、了解せざれば突吉羅なり。未受具 

戒人に對ひて「我は初禪を得たり」と言はんと欲して「三禪を.四禪を.空解 
脫を……我が心は癡より離蓋せり」と語り、對者了解すれば波逸提、了解せざれ^ 

突吉羅なり。 

未受具戒人に對ひて「我は二禪を得たり」と言はんと欲して…乃至…我め心癡 

より離盖せり」と語り…「•：初禪を得たり」と語り對者了解すれば……突吉羅なり 

未受具戒人に對ひて「我が心は擬より離蓋せり」と言はんと欲して「我初feを得 

たり」と言ひ.「我が心瞋より離蓋せり」と言ひて對者了解すれば.突吉羅な 

hv- 〇 * 

未受具戒人に對ひて「初禪と二禪と三禪と四禪とを…乃至…我が心BI-よめ離 

蓋せり」と言はんと欲し「我が心ilより離蓋せり」と語り、對者了解すれば.突吉 

羅なD。…乃至…。未受具戒人に對ひて「二禪と三禪と.我が心癡より離蓋 

せり」と言はんと欲して「我初禪を得たり」と語り.突吉羅なり。 

五 未受具戒人に對ひて「汝の精舍に住せしかの比丘は初禪を得たり#、得られ 

〇 
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たり、かの比丘は初禪の得者なり、主なり、彼の比丘により初禪は證せられたり」と 

語れば突吉羅なり。未受具戒人に對ひて「汝の精舍に住せしかの比丘は二禪を、 

三禪を、四禪を、空解脫を……阿羅漢果を得たり##られたり…乃至…かの比丘 

の貪は捨てられたり…乃至…瞋は捨てられたり…乃至…癡は捨てられたり… 

30…棄せられたり、彼の比丘の心は貪より.瞋より.癡より離蓋せり」と語れ 

ば突吉羅なり。未受具戒人に對ひて「汝の精舍に住せし彼の比丘は靜處に於て 

初禪を、二禪を、三禪を、四禪を得たり、得、得られたり、彼の比丘は靜處に於て四禪の 

得者なり、主なり、かの比丘によりて靜處に於て四禪は證せられたり」と語れば突 

吉羅なり。 

未受具戒人に對ひて「汝の精舍を使用せし、汝の衣を著用せし、汝の施食を食せ 

し、汝の房舍を受用せし、汝の病資具藥資具を受けし……汝の精舍の使用されし、 

汝の衣の著用されし、汝の施食の食されし、汝の房舍の使用されし、汝の病資具藥 

資具の受用されし……汝の與に精舍を與へし、衣を與へし、食を與へし、房舍を與 

へし、病資具藥資具を興へし、彼の比丘は靜處に於て第四禪を得たり……彼の比 

波逸提八 四七 



丘により靜處に於て第四禪は證せられたり」と語れば突吉羅なり。 

六 具足戒を受けしものに實に有るを語る者、最初の犯行者は不犯なり 

波逸提九 
ン•夕 

その時弗世尊は舍衞城、祗樹給孤獨園に在しき。その時具壽跋難陀釋子は 
パリワ1 

六詳比丘と鬪諍不和なりき。彼故出精罪を犯して僧衆にかの罪に對して別住 

を乞ひ僧與に別住を輿へたり。時に舍衞城中一群の人々の僧衆食あ 

別住比丘は食堂に於て最下座に坐せり。六群比丘は諸優婆塞にかく 

城中一群の人々の僧衆食あり。彼の 

六群比丘は諸優婆塞にかく語れり、「賢 

者、卿等の敬し檀越となれるかの具壽跋難陀釋子は實に信施を受くるその手 
. • . 

31にて行じて精を泄せり、彼故出精の罪を犯して僧衆にこの罪の與に別住を乞ひ 

僧辨に別住を與へたり、彼別住して最下座に坐せるなり」と。 

諸比丘の中少欲なる，者譏嫌非難せり、「何ぞ六.群比丘は比丘の蟲罪を未だ具 
• •ご' 

足戒を受けざる者に語るや」と…乃至…「諸比丘、汝等實に比丘のrs罪を未受具 

戒人に語るや」。「實なり、世尊」。佛世尊呵貴したまへり、「愚人、汝等何ぞ比丘の 

r 



-is. th 

「比丘の」とは他の比丘のなり。 

「蟲罪」とは四波羅夷及び十三僧殘なり。 

r未受具戒人」とは比丘及び比丘尼を除き殘餘のものを名づく 

「語れば」とは女人或は男子或は居士或は出家に語るなり。 

「比丘僧の認許あるを除き」とは比丘僧の認許あるを除外するなり 

僧の認許に罪限定されて家の限定されざるあり、僧の認許に家限 

の限定されざるあり、僧の認許に罪限定され又家限定さる、あり、僧 

限定されず又家限定されざるあり。罪限定さるとは罪指定され、そ 

てのみ語るを得るなり。家限定'5るとは家指定'5れ、その家に於て 
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导るなり。罪限定され又家限定さるとは罪指定され又家も指定されその罪に 

つきその家に於てのみ語り得るなり。罪限定されず家限定されずとは罪指定 

されず、又家も指定されざるなり。罪の限定さる、時指定さる、所の罪を除き 

て也の罪につきて語れば波逸提なり。家の限定さる、時限定さる、家を除き 

32てその他の家に於て語れば波逸提なり。罪限定され又家限定さる、時指定さ 

る、その罪を除き、指定さる、家を除き他の罪につき他の家に於て語れば波逸 

提なり。罪限定されず家限定されざる時は不犯なり。 

二蟲罪に蠱罪想にて未受具戒人に對ひて語れば比丘僧の認許を除き波逸提 

なり。fi罪に疑想にて:•乃至…〕波逸提なり。蟲罪に非蟲罪想にてT乃至…)波 

逸提なり。非II罪を說けば突吉羅なり、未受具戒人に饉罪或は非II罪の小罪を 

說けば突吉羅なり。非囊罪にII罪想にて說けば突吉羅なり、非蟲罪に疑想なる 

は突吉羅なり、非蟲罪に非蟲罪想なるは不犯なり。 

三事を說きて罪を說かず、罪を說きて事を說かず、比丘僧の認許ある時、癡狂者、 

最初の犯行者は不犯なり。 



波逸提一〇 

その時佛世尊は阿羅毘邑、阿伽羅婆塔廟に在しき。その時阿羅毘の諸比.丘 

修理をなナに地を掘り又掘らしめたり。•諸人譏嫌非難せり、「何ぞ沙門釋子自 

ら地を掘り夂他をして掘らしむるや、沙門釋子は一根の生命を傷つく」と。諸比 

丘彼の諸人の譏嫌非難するを聞けり。諸比丘の中少欲なるもの譏嫌非難せり、 

「何ぞ阿羅毘の比丘地を掘り又掘らしむるや」と…乃至…「諸比丘、汝等實に地を 

掘り又掘らしむるや」。「實なり、世尊」。佛世尊呵責したまへり、「愚人、汝等何ぞ 

33地を掘り又掘らしむるや、愚人、諸人は地に於て有情の謂をなす、愚人、これ未 

信者を信ぜしめ.…乃至…諸比丘、汝等當に是の如くこの學處を誦すべし- 

可aの比丘と雖も地を掘り若しくは他をして掘らしむTflば波逸提なと 

二丨一 「何れの」とは……意味さる、比丘なり。. 

「地」とは二地あり、生地と不生地なり、生地とは純壤純土なるもの、砂石瓦礫少な 

く多分壌土なるものを言ふ、不燒も亦生地と言ふ、又土壤の積聚にして四月以上 



№1に爆されたるものをも亦生地と言ふ。 

不生地とは純石、純砂、純瓦、純礫なるもの、壌土少なく多分砂石瓦礫なるものを 

言ふ、燒土も亦不生地と言ふ、又土壤積聚にして四月以下雨に爆されたるものも 

亦不生地と言ふ。 

r掘り」とは自ら掘ることにして波逸提なり、「他をして掘らしむ」とは他に命ず 

ることにして波逸提なり、一度命ぜられて屢々掘るは二〕波逸提なり。 

二 地に地想にて掘り或は掘らしめ'壞し或は壞せしめ、取り或は取らしむれば 

波逸提なり。地に疑想にて掘り或は……取らしむれば突吉羅なり。地に非地 

想にて掘り或は……取らしむれば不犯なり。非地に地想なるは突吉羅なり、非 

地に疑想なるは突吉羅なり、非地に非地想なるは不犯なり。 

三•これを知れ、これを與へょ、これを運べ、これを欲す'これを淨作せょと言ふは 

不犯なり、無識者、無念煮無知者、癡狂者、最初の犯行者は不犯なり。 

第一品 

その攝頌 



妄語、罵離間、句、宿の二 

有知を除く、實有、蠱罪、掘 

波逸提 

I その時佛世尊は阿羅毘邑、阿伽羅婆塔廟に在しき。その時阿羅昆の諸比丘 

は修治をなすに樹を伐り又伐らしめたり。阿羅毘の一比丘樹を伐る。かの樹 

に住せる樹神かの比丘に向ひてかく言へり、「大德、己が住所.を作らんと欲し 

て我が住所を伐ること勿れ」と。彼の比丘きかずして伐り爲Uかの樹神の女の 
# - - / 

腕を打てり。時にかの樹神謂へらく、「いで我今この比丘の命を奪はん」と。時 

に力の樹神又謂へらく「我今tの比丘の命を^ふは我^とりて正しからず、い 

で我世尊にこの事を吿げ^と。'.-,.かく.てかの樹神世尊の許に到れり、到り已りて 

世尊にこの由を白せり、「善い^樹神、善い哉、樹神、汝彼の比丘の命を奪はざ 

ること、樹神、汝若し今日彼の比丘の命を奪はゞ汝多生に悪報を受くべし、樹神、 

汝往け、其處にI樹あり、かしこに到れjと。 



'、 

諸人譏嫌非難せり、「何ぞ沙門釋子は樹を伐り又伐らしむるや、沙門釋子は一 

根の生命を傷つく」と。諸比丘諸人の譏嫌非難するを聞けり。諸比丘の中少欲 

なるもの譏嫌非難せり、「何ぞ阿羅昆の比丘樹を伐り又伐らしむるや…乃至… 

「諸比丘、汝等實に樹を伐り又伐らしむるや」。「實なり、世尊」。佛世尊呵責した 

まへり、「愚人、汝等何ぞ樹を伐り又伐らしむるや、愚人、諸人は樹に於て有情 

の謂をなす、愚人、これ未信者をして信ぜしめ；乃至…諸比丘、汝等當に是の 

如くこの學處を誦すべし- . 

11木を伐乳ば波逸提なyjと。 

ニーー「草木」とは五植の種生ぁり、卽ち根種.莖種•節種•枝種•種子種この五種なり 

35根種とは鬱根•!荷•ヴチャ•ヴチャッタ•了ティギサ•黑藜蘆•ウシーラ.バッダムッ 

タカ等、その他根に於て播殖するものを根種と名づく。莖種とは菩提樹.榕樹•ビ 

ラッカ樹•憂曇鉢羅樹•カッチャカ樹•カビタナ樹等、その他莖に於て播殖するもの 

を莖種と名づく。節種とは甘華竹•蘆等、その他節に於て播殖するものを節種と 

名づく。枝種とはアッヂユカ'ハーーッヂャカ•匕リゴ—ラ等その也切枝に於て播 
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殖するものを枝種と名づく。種子種とは七榖七菜その他種子に於て播殖する 

ものを種子種と名づく。 

二 種に於て種想にて伐り或は伐らしめ、壞し或は壞せしめ、煮或は煮しむれば 

波逸提なり。種に疑想にて伐り或は……煮しむれば突吉羅なり。種に非種想 

にて伐り或は……煮しむれば不犯なり。非種に種想なるは突吉羅なり、非種に 

疑想なるは突吉羅なり、非種に非種想なるは不犯なり。 

三 これを知れ、これを與へよ、これを運べ、これを欲す、これを淨作せよと言ふは 

不犯なり、無識者、無念者、無知者、癡狂者、最初の犯行者は不犯なり。 

波逸提 I二 
I その時佛世尊は*fiT賞彌國、褪師羅園中に在しき。その時具壽闡陀は非法を 

行じ僧中に於て罪につき亂問されて異語をなして遁る。いはく'「誰か罪ある、何 

か罪なる、何に於て罪なる、何故に罪なる、汝等誰に云ひ、何を言ふや」と。諸比丘の 

中少欲なるもの.非難せり、「何ぞ具壽闡陀は僧中に於て罪につき亂問され 

五五 



て異語をなしてieるや、いはく『誰か••….•何を言ふや』と…乃至…「闕陀汝實に僧 

中に於て罪につき钆問されて異語をなして遁るや、いはく『誰か.何を言iや』 

と、「實なり、世尊」。佛世尊呵貴したまへり、「愚人、汝何ぞ俗中に於て.何 

邪を云ふや』と。愚人、これ未信者を信ぜしめ…乃至…」。呵責し給ひて說法をな 

し給ひ諸比丘に日へり、「諸比丘、宜しく鬧陀比丘に異語を作すの罪を與ふべ 

し、諸比丘、是の如く與ふべし、聰明堪能なる一比丘僧中に唱言すべし 

大德僧聞きたまへ、この間陀比丘は僧中に於て罪につきて轧間され異語を 

なして遁る'若し僧時可ならば僧は闡陀比丘に異語をなすの罪を與へん白 

是の如し。•. . 

大德僧聞きたまへ、この闡陀……遊る、僧は闡陀比丘に異語をなすの罪を與 

、ん、諸大德中®陀比丘に異語をなすの罪を與ふることを忍ずるものは認 

し、忍ぜざるものは說きたまへ。 

僧は闡陀比丘r異語を作すの罪を與へ竟んぬ、僧は忍じたまへり.我了 

解す」と。 



時にiit尊は無數の方便もて具壽闡陀を呵責し、扶養し難く…乃至…「諸比丘、 

汝等當に是の如くこの學處を誦すべし— 

異語をなすは波逸提なり」と。 

是の如く世尊は諸比丘の爲にこの學處を制したまへり。 

二 その時具壽闡陀は僧中に於て罪につき亂問されて「異語をなして遁るれば 

罪を得べし」とて默然として僧を惱ませり。諸比丘の中少欲なるもの.非勸 

せり、「何ぞ具壽闡陀は僧中に.於て罪につき釓問され默して僧衆を惱ますやJと 

…乃至…「闡陀、汝實に僧中に於て罪について亂問されて默然とし僧を惱ます 

や」。「實なり、世尊」。佛世尊呵責したまへり、「愚人、汝何ぞ僧中に於て.惱ま 

すや、愚人、これ未信者をして信ぜしめ…乃至…」。呵責したまひて說法をなし 

諸比丘に日へり、「諸比丘、僧は宜しく闡陀比丘に惱他の罪を與ふべし、諸比丘、 

是の如く…f上の一京に同じこ異語1:なすV樯他iとし、，異語1:なして迸るV"默然として泔i:惱ます- 

とすべし〕：•.この•學處を誦十べし 

異語をなし、他を惱洼すは波逸提なリ」と。 

ノ 



三— 一 r異語をなす」とは俏中に於て事につき或は罪につきて問はれてそれを 

述べんと欲せず、それを除かんとせず、異語をなして遁るなり、いはく、「誰か罪あ 

る、何か罪なる、何に於て罪ある、何故に罪ある、汝等は誰に言ひ、汝等は何を言ふや」 

と、これを異語をなすと名づく。 

「也を隅ます」とは僧中に於て事につき或は罪につきて問はれ、それを述べ、それ 

を除かんと欲せず、默然として僧を惱ます、これを他を惱ますと名づく。 

未だ^語の罪を與へられざる時僧中に於て事或は罪につき問はれてそれを 

述べ、それを除かんと欲せずして異語をなして遁る、いはく、「誰か.一一rふや」と、 

突吉羅なり。未だ惱他の罪を與へられざる時僧中に於て事或は.除かんと 

せず默然として僧を惱ます、突吉羅なり。異語の罪を與へられて.言ふやと、 

波逸提なり、惱他の罪を與へられて.惱ます、波逸提なり。 

二如法羯磨に如法锚磨想にて異語をなし、他を惱ませば波逸提なり、如法羯磨 

に疑想にて異語をなし他を惱ませば波逸提なり、如法羯磨に非法羯磨想にて異 

語をなし、他を惱ませば波逸提なり。非法羯磨に如法羯磨想なるは突吉羅なり、 

r 



へ 

非法羯磨に疑想なるは突吉羅なり、非法羯磨に非法羯磨想なるは不犯なり。 

三 知らずして問ふ、病氣にて言はざる、僧に口論或は紛爭或は鬪靜、諍論起るベ 

しとて言はざる、破僧或は不和合を生ぜんとて言はざる、非法或は別衆にょり、或 

は锚磨に相當せざるものに羯磨を作すに言はざる、癡狂者、最初の犯行者は不犯 

なり。 ， 、 バ 

令 

* I 
■ • 

波逸提 I三 
I その時佛世尊は王舍城、迦蘭陀竹林園に在しき。その時具壽沓婆摩羅子は 

僧の爲に房舍を分ち請食を配分せり。時に慈比丘•地比丘は新入者にして小德 

%者なるが故に彼等は衆僧中の惡房惡食を得たり。彼等は長老沓婆摩羅子比丘 

を非ifiせり、「沓婆摩羅子は愛に隨ひて房舎を配ち、又愛に隨ひて請食に指定す」 

と。諸比丘の中少欲なるもの……嫌譏せり、「何ぞ慈比丘•地比丘は長老沓婆摩 

羅子比丘を嫌譏するや」と…乃至…「比丘等、汝等實に沓婆摩羅子比丘を嫌譏す 

るや」。「實なり、世©」。佛世尊呵責したまへり、.「愚人、汝等何ぞ沓婆摩羅子比丘 
r ___ ■ - • _ 

波逸提一三 五九 

V 



锚分別(大分別) • 1SC 

を嫌譏するや、愚人、これ未信者をして信ぜしめ…乃至…諸比丘、汝等當に是 

の如くこの學處を誦すべし- 

嫌譏するは波逸提なりjと。 

是の如く世尊は諸比丘の爲にこの學處を制したまへり。 

二 その時慈比丘•地比丘は世尊にょりて嫌譏するは禁ぜられたりとて諸比丘 

皆これを聞くべしとて、諸比丘の近くにて長老沓婆摩羅子を駡れり、「沓婆摩羅 

子は愛に隨ひて房舍を配ち又愛に隨ひて請食に指定す」と。諸比丘の中…二と 

同じ：比reを嫌譏せ6felr，rA!5る，とすべし〕…この學處を誦すべし- 

〔僧の知事を礤證し罵¢1ば波逸提なリ」と。 

三丨一 「嫌譏す」とは僧衆にょりて選定されたる受具者なる分房舍人或は差次 

請食人或は分粥人或は分果人或は分嗽食人或は分雜細物人を羞めんと欲し或 

は不評を得しめんと欲し或は困惑せしめんと欲して受具人を嫌譏し或は罵る 

は波逸提なり。 

二如法羯磨に如法羯磨想にて嫌罵するは波逸提なり、如法羯磨に疑®にて嫌 



罵するは波逸提なり、如法羯磨に非法羯磨想にて嫌罵するは波逸提なり。未受 

具戒人を嫌譏し或は罵るは突吉羅なり、僧衆にょりて選定せられざる受具戒人 

なる分房舍人或は.を困惑せしめんと欲して受具戒人或は未受具戒人を嫌 

39譏し或は罵れば突吉羅なり、僧衆によりて選定され或は選定されざる未受具戒 

人の分房舍人或は……困惑せしめんとて受具戒人或は未受具戒人を嫌譏し或 

は罵れば突吉羅なり。非法羯磨に如法羯磨想なるは突吉羅なり、非法羯磨に疑 

想なるは突吉羅なり、非法羯磨に非法羯磨想なるは不犯なり。 

三 事實愛により01により擬により、怖によりてなすを嫌譏する、瘍狂者、最初の 

犯行者は不犯なり。 

困惑せ 

波逸提 一四 

111 その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時諸比丘寒時に 

於て露地に臥具を敷きて日光に浴し、食時を吿げられて出で行くに臥具を收め 

ず又收めしめず、人に依賴せずして去れり。臥具f爲に爾に濡れたり。諸比丘の 



中少欲なるもの……非難せり、『何ぞ諸比丘は露地に臥具を敷き出で行くにこ 

れを收めず、收めしめず、人に依賴せずして去るや、臥具【爲に〕濡る」と。かくて諸比 

丘…乃至…白せり…乃至…『諸比丘、比丘等は實に露地に…乃至…諸比丘、汝 

等當に是の如くこの學處を誦すべし- 

何仇の比丘と雖も僧伽の臥床椅子若しくは臥禪若しくは坐褶を一一地一一敷 

き又は人をして数かしめ、退出の際それを收めず、人をして收めしめず叉他 

に依賴せずして出て行かば波逸提なy」と。 

是の如く世尊にょりて諸比丘の爲にこの學處は制せられたり。 

二その時諸比丘露地に住して食時の爲に臥具を收めたり、世尊はかの比丘等 

の食時の爲に臥具を收むるを昆給ひ、この因緣にょりて說法をなしたまひ諸比• 

丘に吿げたまへり、「諸比丘、八ヶ月雨降らざる時に於ては天幕の下或は樹下 

40の烏或は鷹の防げざる所に於ては臥具を敷置することを聽才と。 

二丨一 「何れの」とは.意味さる、比丘なり。 

『僧伽®とは僧團にm與されたるものなり。 



rンディカ• パ—vカアーハ パ—r力 

「臥床」とは四種の臥床ぁり、卽ち波摩遮羅伽脚、文蹄脚、句利羅脚、阿遏遮脚なり。 

一椅子」とは四種の椅子ぁり、卽ち波摩遮羅伽脚、文蹄脚、句利羅脚、阿遏遮脚なり。 

「臥褥」とは五種の臥褥ぁり、卽ち毛臥褥、布臥褥、樹皮臥褥、草臥褥、樹葉臥褥なり。 

『坐褥」とは樹皮製のもの、ウシーラ製のもの、或はムンヂャ草製のもの、'或はバッ 

バヂャ草製のもの等にて內に包み込みて結べるものなり。 

「敷きて.！とは*nnら敷きて^り。 

「敷かしめ?とは他人に敷かしめてなり。未受具の人に敷かしめ〔て收めざれj 

ば彼自身に罪と*り、受具の人に敷かしめば敷きし人罪となる。 

『退出の際それを收めず」とは自ら收めざるなり。 

『收めしめず」とは他人に收めしめざる/5:り。 

『他に依賴せずして出で行く」とは比丘或は沙彌或は淨人に依賴せずして中人 

の擲石所及所に行けば波逸提なり。 

二 僧伽物に僧伽物想にて露地に敷き或は敷かしめて退出の際それを收めず 

或は他人をして收めしめず又他に依賴せずして出で行けば波逸提Z2:り。僧伽 



41 
經分別(大分別} ブE 

物に疑想にて…乃至…僧伽物に私物想にて露地に.出て行けば波逸提なり 

チミリヵ布、外套、敷物、墼獸皮、足拭、板座等を露地に……出で.行けば突吉羅なり。 

私物に僧加物想なるは突吉羅、私物に疑想なるは突吉羅、私物に私物想なるは他 

人の物なれば突吉羅、自己の物なれば不犯なり。 

三收めて出.で行く、他に收めしめて出で行く、他に依賴して出で行く、日に干し 

て出で行く、何等かの障難ある時、事故の時、癡狂者、最初の犯行者は不犯なり。 

# 

波逸提 I五 

一 その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時十七群比丘は朋黨 

なりき。彼等は住する時も共に住し往く時も共に往け•り。彼等或る僧伽の精 

舍中に臥具を敷きて去るに際しそれを收めず、又人をして收めしめず、他に依賴 

せずして出で行けり。坐臥具1に〕蟻に嚙まれたり。諸比丘の中少欲なるもの 

……非難せり、『何ぞ十七群比丘は僧伽の精舍に臥具を敷き、去るに際してそれ 

を收めず又收めしめず他に依賴せずして出で行くや、坐臥具爲に辕に(tまるしと 

〇 
〇 



> 

力 
.諸比丘、實に十七群比丘は僧伽の精舍 

• :•齒まるや-。「實な 
、てかの諸比丘……白せり…乃至， 

中に……收めず又收めしめず、他に依賴せずして出で行き 

り、世尊/佛世尊呵責したまへり、「諸比丘、何ぞ彼の愚人等僭伽の精舍中に… 

…piまる、諸比丘、これ未信者をして信ぜしめ…乃至…諸比丘、汝等當に是の 

如くこの學處を誦すべし-. 

何A0比丘と^も衍伽のft}登中に臥異を强宕又は人をしてaかしめS出 

こ際しそ机を收めず、人をして收めしめず、又他に依aせずして出で行かば 

波逸«2なリ」と 

|丨一「何れの」とは 盲味さるゝ比丘な 〇 

〇 

「曾加の精舍」とは僧伽に施されたるものなh 

「臥具」とは臥褥、チミリカ布、外套、敷物、藍、獸皮、尼師壇、毛魅、筵、葉座なり。 

『敷きて」とは自ら敷きてなり。「敷かしめて」とは他人に敷かしめて^り。 

「退出の際それを收めず」とは自ら收めざるなり。「收めしめず」とは他人に收め 

し6ざるなり。『他に依賴せずして出で行くJAJは比丘或は沙彌或は浄人に依賴 

波逸提一五 六五 

65 



42せざれば、有籬の僧園なれば籬を超ゆれば波逸提なり、無IIの僧園なれば擲石所 

及所を超ゆれば波逸提なり。 

二 t伽物に僧伽物想にて臥具を敷き或は敷かしめて退出に際しそれを收め 

ず他人をして收めしめず、或は他に依賴せずして出で行けば波逸提なり。僧伽 

勿に疑想にて臥具を……出で行けば波逸提なり。僧伽物に私物想にて臥具を 

.出で行けば波逸提なり。 

精舍の擲石所及所內に或は集會堂に或は天幕內、或は樹下に臥具を…•：出で 

行けば突吉羅泠り。寢臺或は椅子を精舍或は精舍の擲石所及所內に或は天幕 

內或は樹下に敷き或は敷かしめて.出で行けば突吉羅なり。私物に僧伽物 

想なるは突吉羅なり、私物に疑想なるは突吉羅なり、私物に私物想なるは他人の 

物なれば突吉羅'自己の物なれば不犯なり。 

三收めて出で行く、他に收めしめて出で行く、他に依賴して出で行く、何等かの 

障難ある寺、(直に歸らんとSみて行きそこに止まりて〔使を送り〕依賴する、F 

れに荷等かの妨雛者ある時、事故の時、擬狂者、最初の犯行者は不犯なり。 



波逸提一六 

I その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時六群比丘〔先に至り 

て取り〕好床を妨げたり。長老比丘【後に來りてこれを取り彼等を〕驅出せり。そ 

の時六群比丘謂へらく、「我等如何なる方便を用ひてこ、にて安居に入らん」と 

かくて六群比丘は長老比丘の間に押し入りて床を展べ「窮屈に感ずるものは去 

るべtとなせり。諸比丘の中少欲なるもの……非難せり、「何ぞ六群比丘は長 

老比丘の間に押し入りて床を展ぶるや」と。かくて彼の諸比丘.白せり…乃 

43至…『諸比丘、汝等實に長老.展ぶるや/『實なり、世尊」。佛世尊呵責したまへ 

り、「愚人、汝等何ぞ長老.展ぶるや、愚人、これ未信者をして信ぜしめ…乃 

至…諸比丘、汝等當に是の如くこの學處を誦すべし- 

何机の比丘と雖も僧伽の精舍中にて知リて先著比丘の〖床〕間に入yて床を 

展べ•『窮屈に感ずる者は去るべし』となす、この理由にて作し、他の義にあら 

ざ乳ば波逸提なリ」と。 

〇 



二丨一 「何れの」とは…乃至 

「僧伽の精舍」とは僧伽に施與されたるものな 

て」とは長老なるを知り、病者なるを知り、僧に施與されたる〔僧物なる)を知 

るな 

『間に入りて」とは中に這入りてなり。 

「床を展ぶ」とは寢臺或は椅子或は入口或は出口の近くに床を展べ或は展ベし 

むれば突吉羅なり、それに坐臥すれば波逸提なり。 

『この理由にて作し他の義にあらず」とは他の何等かの理由にあらずして床を 

展べんと間に割り込むなり。 

P 曾伽物に僧伽物想にて割り込みて床を展ぶれば波逸提なり、僧伽物に疑想. 

にて割り込みて床を展ぶれば波逸提なり、僧伽物に私物想にて割り込みて床を 

展ぶれば波逸提なり。寢臺、椅子、入口、出口の近く以外に床を展べ又は展べしむ 

るは突吉羅なり、その上に坐臥するは突吉羅なり。精舍の近く或は集會堂或は 

天幕內或は樹下或は露地に床を展べ或は展べしむれば突吉羅なり、その上に坐 



臥すれば突吉羅なり。私物に僧伽物想なるは突吉羅、私物に疑想なるは突吉羅‘ 

私物に私物想なるは他人のものなれば突吉羅、自己のものなれば不犯なり。 

三病氣にて入る、寒熱の爲に苦しみて入る、事故の時、擬狂者、最初の犯行者は不 

犯なり。 

波逸提一七 

I その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時十七群比丘は「我等 

はこ、に•て安居に入らん」とて附近なるある大精舍を修治せり。六群比丘は十 

七#比丘の精舍を修治せるを見てかく言へり、「友、かの十七群比丘は精舍を 

修治す、ハで彼等を去らしめん」と。一人言はく、「友、修治の間待つべし、修治已 

りて去らしめん」と。かくて〔修治已り〕六群比丘は十七群比丘に言へり、「友、去 

れ、この精舍は我等に屬す」。「友、先に吿ぐべきに非ずや、然らば我等は他の精舍 

を修治すべし/「荩これ僧伽の精舍ならずや」。「然り、友、僧伽の精舍なり」。「去 

れ、友、この精舍は我等に屬す」。「友、これ大精舍なり、汝等も住せ、我等も亦住せ 

「去 



んJ。「去れ、汝等、の精舍は我等に馬す」とてisり喜ばずして首を捉へて〔彼等を) 

牽き出せり。彼等は牽き出されつ、泣き叫べり。諸比丘かく言へり，-方汝 

等gが故に泣き叫ぶや」。「友、この六群比丘瞋り喜ばずして我等を僧伽の精舍 

より牽き出す」と。 

諸比丘の中少欲なる者……非難せり、「何ぞ六群比丘は瞋り喜ばずして比丘 

、「友、汝 

を曾加の情舍より牵き出すや」と て諸比£1.白せり…乃至…「諸比丘、 

汝等實に瞋 

汝等何ぞ瞋 

章き出すや」。「實なり、世尊」。佛世尊呵責したまへり「愚人 

章き出すや、愚人、どれ未信者をして信ぜしめ…乃至…諸-it 

丘、汝等當に是の如くこの學處を誦すべし- 

可仇の比丘と雖も瞋y喜ばずして比丘を僧伽の精舍よリ牽き出し又は牽 

き出さしむ札ば波逸提なy」と。 

I 1 r 何れの」とは..意味さる、比丘な 

45「比丘を」とは他の比丘をな 

「SSり喜ばずして」とは滿足せず激動し不滿なることなり。 



「僧伽の精舍jとは僧伽に施與されたるものなり 

「牽き出す」とは內房にて捉へ表口に章き出せば波逸提なり、表口にて捉へ外へ 

牽き出せば波逸提なり、一牽して多室の戶を越さしむれば〔二波逸提なり『牽き 

出さしむ」とは他に命ずれば突吉羅、一室を【出すを〕命ぜられて多室の戶を越さし 

むれば〔二波逸提なり。 

二僧伽匆に僧伽物想にて瞋り喜ばずして牵き出し又は章き出さしむれば波 

逸是なり、僧伽勃に疑想にて瞋り.牵き出さしむれば波逸提なり、僧伽物に私 逸提なり、僧伽物に疑想にて瞋り.牵き出さしむれば波逸提なり、僧伽物に私 

物®にてS®り牽き出さしむれば波逸提なり。 

彼の資具を章き出し又は牽き出さしむれば突吉羅なり。精舍の近く、或は集 

會堂或は天幕內或は樹下或は露地より牽き出し又は牵き出さしむれば突吉羅 

なAそこより一彼の資具を章き出し又は牽き出さしむれは突吉羅なり+受具 

者を精舍或は精舍の近く……露地より牵き出し若しくは牽き出さしむれば突 

吉羅なり、彼の資具を牽き出し又は牵き出さしむれば突吉羅なり 

^匆に僧加吻想なるは突吉羅、私物に疑想なるは突吉羅、私物に私物想なるは 



他人のものなれば突吉羅、自己のものなれば不犯なり。 
•, • • • 

三 犯戒者を牽き出し又は牵き出さしむ、彼の資具を〖.ffiさしむ、擬狂者をT 

…〕出さしむ、彼の資具を〔……r鬪諍をなすもの、諍亂をなすもの、爭論をなすもの、 

論議をなすもの、僧伽に紛諍を起すものを〔.〕、彼の資具を【.r門弟又は弟 

子の不如法行なるを(.〕、彼の資具を牵き出し又は牽き出さしむ、癡狂者、最初 

の犯行者は不犯なり0 

波逸提 I八 
I その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時二比丘僧伽精舍の 

46階上にて一は下に住し一は上に住せり。階上の比丘脫脚床に烈しく坐し、床の 

脚〔天井を實きて下に住せる比丘の頭を傷つけたり。彼の比丘痛み叫べり。諸 

比i走りょりて彼の比丘に言へり、「友、汝何が故に痛み叫べるや」と。かくて 

彼の比丘諸比丘にかの事を語れり。諸比丘の中少欲なる者.非難せり、『何 

ぞ比丘僧伽精舍の階上にて脫脚床に烈しく坐するや」と。かくて諸比丘……白 



せり…乃至…『比丘、汝實に僧伽……坐するや」。『實なり、世尊」。佛世尊呵責した 

まへり、『愚人、汝何ぞ僧伽.坐するや、愚人、これ未信者をして信ぜしめ… 

乃至…諸比丘、汝等當に是の如くこの學處を誦すべし ❿ 

班仇の比丘と雖も僧伽精舎中階上にて脫脚床又は脫脚椅子に坐し又は臥 

す仇ば波逸提なy」と0 

二丨一 『何れの」とは.意味さる、比丘なり。 

「僧伽精舍」とは僧伽に施與されたるものなり。 . 

「階上」とは中人が〔天井にて〕頭を打たざるなり。. 

「脫脚序とは脚をはめこみて立てるものなり。 

「脫脚椅子」とは脚をはめこみて立てるものなり。 

r坐し」とはそれに坐すれば波逸提なり。 

「臥すれば」とはそれに臥すれば波逸提なり。 

二僧伽物に僧伽物想にて階上にて脫脚床又は脫脚椅子に坐し或は臥すれば 

良逸擺なり。僧加物に疑想にて-…乃至…僧伽物に私物想にて.或は臥すか 



ば波逸提なり。私物に僧伽物想なるは突吉羅、私物に疑想なるは突吉羅、私物に 

私物想なるは他人のものなれば突吉羅、自己のものなれば不犯なり。 

三階上に非ざる時、頭のつかへる所にて、階下は〔比丘の〕使用せざるものなる時、 

於阪の重ねられてある時、〔脚の端に〕检をさせるものなる時、そこに立ち手をか 

け若しくは倚懸る時は不犯なり、擬狂者、最初の犯行者は不犯なり 

波逸提 I九 
I その時佛世尊は1|01:彌國、瞿師羅園に在しき。その時具壽闡陀の檀越なる 

大臣闡陀の爲に精舎を作らしめたり。その時具壽闡陀は已に成就せる精舍を 

再三葺かしめ再四塗らしめたり。〖爲に〕重壓して精舍は倒れたり。かくて具壽 

闡陀は草木を集めんとし一婆羅門所有の麥畑を踏み荒せり。かくてかの婆羅 

門譏嫌非難せり、「何ぞ諸大德は我が麥畑を踏み荒すや」と。諸比丘かの婆羅門 

の譏嫌非難するを聞け 諸比丘の中少欲なる 非難せり、「何ぞ具壽閛 

陀は成就せる精舍を再三葺き再四塗るや、爲に重壓して精舍倒る」と て彼 



の諸比丘…….白せり…乃至…「闡陀、汝實に成就せる……倒るや」。「實なり、世尊」。 

佛世尊呵責したまへり'「愚人、汝何そ成就せる.倒る'愚人、これ未信者を 

して信ぜしめ…乃至…諸比丘、汝等當に是の如くこの學處を誦すべし—— 

比丘大精舍を作る時は横木を堅備する爲叉窓を装置する爲の戶窓所を殘 

し、〔他の部分を〕作物なき所に住せる比丘は二三SにSふことを指示する 

ことを得、若しこ仇を過ぎてSふことを痏Tfrせば作物なき所に住する比丘 

と雖も波逸提なy」と。 

ニーー 「大精舍」とは施主ある精舍なり。 

「精舍」とは內部を塗れるものあり、或は外部を塗れるものあり、或は內外を塗れ 

るものあり。 

「作る」とは自ら作り或は他に作らしむるなり。 

「戶窓所を殘し」とS戶窓の〕橫木の周圍二肘半なり。 

「横木を堅備する爲」とは戶を堅備する爲なり。 

『窓を裝置する爲」とは通風の裝置の爲にして白色黑色赤色を塗り、華靈の飾り、 



曼草の飾り、摩竭魚の齒の飾り、布切の飾りをなすなり。 

48「作物なき所に住せる比丘は二三重に覆ふことを指示し得」とは、作物とは七15: 

七菜なり。若し乍物ある所に住せる比丘指示せば突吉羅なり縱覆する時は二 

覆を指示し第三覆を命じて去るべし。橫覆する時は二覆を指示し第三覆を命 

じて去るべし。 

rtnしこれを過ぎて指示せば作物なき所に住する比丘と雖も」とは煉瓦にて覆 

ふ寺は一一の煉瓦に波逸提なり、粘土にて覆ふ時は一一の土塊に波逸提なり、草 

にて覆ふ時は一一の束に波逸提なり、木葉にて覆ふ時は一一の葉に波逸提なり 

二二三重以上覆ひて過想にて指示すれば波逸提なり、二三ffi以上稷ひて疑想 

にて指示すれば波逸提なり、二三重以上覆ひて以下想にて指示すれ付波逸提な 

り。二三重以下の覆に過想なるは突吉羅、二三重以下の覆に疑想なるは突吉羅 

二三重以下の覆に以下想なるは不犯なり。 

三 二三重に覆ふ、二三重以下に覆ふ、山窟、石房、草房に於て、他人の爲に作る、自己 

の时にょりてなす、1己のI屋を除き〖公衆的のものは〕凡て不犯なり、瘍狂者、最 



初の犯行者は不犯なり。 

波逸提 110 

I その時佛世尊は阿羅昆邑の阿伽羅婆塔廟に在しき。その時阿羅毘の諸比 

丘修治をなし知りて蟲を含める水を草或は土の上に撒布し又は撒布せしめた 

り。諸比丘の中少欲なるもの……非難せり、r何ぞ阿羅昆の比丘は知りて蟲を 

含める水を.又撒布せしむるや」と。かくて彼の諸比丘.白せり…乃至… 

「諸比丘、汝等實に知りて蟲を含める水を.又撒布せしむるや」。fなり、世尊J0 

佛世尊は呵責したまへり、「愚人、汝等何そ知りて蟲を含める水を.又撒布 

49せしむるや、愚人、これ未信者をして信ぜしめ…乃至…諸比丘、汝等當に是の 

如くこの學處を誦すべし—— 

何Tflの比丘と雖も知yて有蟲水を草又は土の上に澆ぎ若しくは澆がしむ 

¢1ば波逸提なリ」と。 

二丨一 「何れの」とは.意味さる、比丘なり。 



經分別(大分別) _ ____I-- 

r知りて」とは自ら知り、或は他人が彼に吿げ知らすなり 

「湊ぐ」とは自ら澆げば波逸提なり。「澆がしむ」とは他に命ずれば波逸提なり一 

度命ぜられて屢々澆ぐは〔二波逸提なり。 

二有蟲水に有蟲水想にi又は土Sぎ或Sがしむれば波逸提なり有蟲 

水に疑想にて……澆がしむれば突吉羅なり、有蟲水に無蟲水想にて 澆が 

無蟲水に有蟲水想なるは突吉羅、無蟲水に疑想なる(d突吉羅 了 Iば不犯なり。無蟲水に有蟲水想なるは突吉 

無蟲水に無蟲水想なるは不犯なり。 

三不識者、無念者、無知者、'擬狂者、最初の犯行者は不犯な 

第二草木品 

その攝頌 • 

草木、異語、嫌譏、退出にょる彼の二戒 

先著、牵出、脫脚床、戶窓、有蟲水 

〇 

波逸提 111 



I その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時長老諸比丘は諸比 

丘尼を敎誡して衣服、飲食、臥具、病資具たる藥資具を得居れり。時に六群比丘思 

惟すらく、『友、長老諸比丘は諸比丘尼を敎誡して衣服——藥資具を得、いざ友、 

我等も亦諸比丘尼を敎誡せん」と。かくて六群比丘は諸比丘尼の前に到りてか 

50く言へり、「諸姉、我等の許に来れ、我等亦敎誡せん」と て彼の諸比丘尼は 

六群比丘の許に到りて彼等を禮して一方に坐せり、その時六群比丘は諸比丘尼 

に說法をなすこと少なく俗語をなして日を過し、「諸姉往け」とて去らしめたり- 

時にかの諸比丘尼世尊の御許に到り敬禮して一方に立てり。一方に立てる諸 

比丘尼に世尊はかく日へり、「諸尼、敎誡は滿足なりしや」。『世尊、敎誡はいか 

でか滿足なるべき、六群諸師は說法すること少な 去らしめたり」と。時に 

世尊は彼の諸比丘尼に說法をなし給ひて踊躍歡喜せしめたま 〇 /I 

力 て諸 

時に 比丘尼は世尊の說法にょりて踊躍歡喜して世尊を禮し右遶して去れり。時に 

■世尊この因緣にょりて比丘僧を集めしめて六群比丘に問ひたまへり、『諸比丘 

汝等實に諸比丘尼に說法すること……去らしめしや」。tfなり、世尊」。佛世尊呵 



-責しtまへり、f愚人、汝等何ぞ諸比丘尼に說法すること.去らしむるや愚 

\これ未信者をして信ぜしめ…乃至…呵責したまひて說法をなし諸比丘に 

吿けたまへり、「諸比丘、敎誠比丘尼人を選任することを定む、諸比丘當に是 

の如く選任すべし、先づ一比丘に請ふべし、請ひ已りて聰明堪能なる一比丘僧伽 

に昌一一一•一口すべし- 

大德僧聽きたまへ、若し僧時機可ならば僧は某甲比丘を敎誡比丘尼人とし 

て選任せん、これ提議なり。 

大德僧聽きたまへ、僧は某甲比丘をS比丘尼人として選任十、諸大德中某 

甲i丘を敎誠比丘尼人として選任するを忍ずるものは.說きたまハ 

二度この事を言はん…乃至…、三度この事を言はん、大德僧……說きたまへ( 

&は某甲比丘を敎誡比丘尼人として選任せり、僧は忍じたまへり……我了 

解す」と0 

s その時世尊無数の方便もて六群比丘を呵責したまひ、身を保つこと惡しく… 

乃至…「諸比丘、汝等當に是の如くこの學處を誦すべし- 



好れの比mと雖も【僧伽よy選任されずして比丘尼を敎誠すれば波逸提な 

yjと 

是の如く世尊にょりて諸比丘の爲にこの學處は制せられたり。 

二その時長老諸比丘選任せられて比丘尼を敎誡し同じく衣服、飲食、臥具、病資 

具たる藥資具を得居れり。六群比丘かく謂へり、「友、長老諸比丘は選任せられ 

て比丘尼を敎誡し同じく衣服、飲食、臥具、藥資具を得、いざ友、我等も界外に往き 

て互に敎誡比丘尼人として選任し比丘尼を敎誡せんJと。かくて六群比丘は界 

外に往きて互に敎誡比丘尼人として選任し比丘尼に近づきてかく言へり、「諸 

姉、我等も亦選任せられたり、我等の許にも來れ、我等敎誡せん••と。かくて彼の 

諸比i尼…二に同じ〕…呵責したまひて說法をなし諸比丘に日へり、「諸比丘、八 

法を具する比丘を敎誡比丘尼人として選任するを聽す、卽ち(一)持戒者なる、(二)波 

羅提木叉の律儀にょり身を攝して住す、(三)威儀を具足する者、(S少罪にも怖を懷 

く者、($學處に於て堅く執持して學ぶ、S多聞なる、(セ)聞けるを憶持し積集する者、 

(6諸法の初も善く中も善く後も善く^を具し文を具し、純一完具淸mなる梵行 

r 



© 
を稱說せる如き、是の如き諸法を多く聞き、憶持し、語を以て積み、意を一處に集注 

して犯、正aを以てょく了解し、二部の波羅提木叉を詳に暗誦し、條文に隨ひてょ 

く分別說示決斷し、音聲言語善く、諸比丘尼に善く愛喜せられ、比丘尼を敎誡する 

に堪え、出家して袈裟を著せる者の爲に制せられたる世尊の重法を曾て犯さず 

二十1:若しくは二十1*を過ぐるものなり。諸比丘、この八法を具する比丘を は二十夏を過ぐるものな 

敎誡比丘尼人として選任することを聽十」と。 

52三1一『何れの」とは.意味さる、比丘なり。 

r選，壬されずして」とは白四羯磨にょりて選任せられざるなり。 

「比丘尼」とは二部の僧中に於て受具せるものなり。 

「敎誡すれば」とは八重法を以て敎誡すれば波逸提なり、他の法を以て敎誠すれ 

ば突吉羅なり、一部の僧にょり受具せるを敎誡すれば突吉羅なり。 

皮の選ftされし比丘は、房舍を淸掃し飲料水用水を辨具し坐床を備〈しめ同 

伴比丘を伴ひて坐すべしIt比丘尼はそこに到り、彼の比丘を禮して一方に坐す 

べし、かの比丘問ふべし、「諸師、衆參集和合せりや」と、若し「尊師、我等參集和合 
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せり」と言は'「諸姉、八重法をよく誦するや」と問ふべし、若し「尊師よく誦す」と 

言はゞ '『これ敎誠なり」と說示すべし。若し「尊師よく誦せず」と言はゞ敎誠すへ 

し- 

(一)受具後百歲を經たる比丘尼と雖も今日受具せる比丘を敬禮、起迎、合掌、應待 

すべし、この法を恭敬、尊重、讃歎して終生犯すことなかるべし。(二)比丘尼は比丘 

の住せざる住院內に安居すべからず、この法を.犯すことなかるべし。(三)半 

月每に比丘尼は比丘僧伽より二種の法を請ふべし、卽ち布薩日を問ふこと及び 

敎誡を受くることなり、この法を.犯すことなかるべし。(S安居を竟りたる 

比丘尼は二部の僧中にて三事によりて自恣を受くべし、卽ち若は見若は聞若は 

疑なり、この法を.犯すことなかるべし。(S重法を犯せる比丘尼は二部の僧 

中にて半月^7瓣度を行ずべし、この.犯すことなかるべし。(〇二年間六法を 

學習するwは二部の僧中にて受具を請ふべし、この……犯すことなかる 

べし。(七)何等の理由によりても比丘尼は比丘を罵#緋謗すベからず、この. 

EすことなかるVし。(八)今日より以後比丘尼の比丘に對する言路は閉され而 

八三 



も比丘の比丘尼に對する言路は閉されず、この.犯すことなかるべし」と。 

若し「尊師、我等參集和合せり」と言ふに他の法を說けば突吉羅なり。若し「尊 

師、我等和合せず」と言ふに八重法を說けば突吉羅なり。敎誡を與へずして他 

の法を說けば突吉羅なり。t 

二非法羯磨に非法羯磨想にて、非和合比丘尼衆を非和合想にて敎誡すれば波 

逸提なり。非法羯磨に非法羯磨想にて、非和合比丘尼衆を疑想にて敎誡すれば 

皮逸湛なり。非法羯磨に非法羯磨想にて、非和合比丘尼衆を和合想にて敎誠す 

れば波逸提なり。 

非法羯磨に疑想にて、非和合比丘尼衆を非和合想にて敎誡すれば.疑想に 

て敎誡すれば……和合想にて敎誡すれば波逸提なり。 

非法羯磨に如法羯磨想にて、非和合比丘尼衆を非和合想にて敎誠すれば…：. 

疑想にて敎誡すれば……和合想にて敎誡すれば波逸提なり。 

非法羯磨に非法羯磨想にて、和合比丘尼衆を非和合想にて敎誡十れば……疑 

想にて敎誡すれば……和合想にて敎誡寸れば波逸提なり。 



非去竭磨に如法羯磨想にて和合比丘尼衆を#t和合想r*t穿韌づfド. 芻 

にて敎誡すれば……和合想にて敎誡十れば波逸提なり。 

如法羯磨に非法羯磨想にて、非和合比丘尼衆を非和合想にて敎誡十れば. 
思にて敎誡十れば……和合想にて敎誡十れば突吉羅念り。 

如法羯磨に疑想にて非和合.突吉羅、如法羯磨に如法羯磨想にて非和合… 

突吉羅なり。 

如法羯磨に非法羯磨想にて和合……突吉羅、如法羯磨に疑想にて和合……突 

羅、如法羯磨に如法羯磨想にて和合比丘尼衆を非和合想にて敎誡十れば突吉 

なり、.…：疑想にて敎誡十れば突吉羅なり、.和合想にて敎誡十れば不犯な 

讀誦を與へ、質問を與へ、『尊師、說き給へ」と言はれて說示し'質問を問ひ、質 

を問はれて答へ、他人の爲に說けるを比丘尼聞き、式叉摩那の爲、沙彌尼の爲に 



は不犯なり、癡狂者、最初の犯行者は不犯な 

波逸提ニニ 

541 その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時長老諸比丘は順次 

比丘尼を敎誡せり。時に具壽H"利^:特は比丘尼を敎誡するの順となれり。諸 

比丘尼かく言へり、「今日の敎誡は滿足ならざるべし、尊師固利藥特はかの一偈 

を繰返し繰返し說くべし」と。かくて諸比丘尼は具壽周利槃特の許に到りて禮 

幸して一方に坐せり。一方に坐せる諸比丘尼に固利藥特はかく言へり「諸ff 

眾滿ち和合せるや」。「尊師、我等衆滿ち和合せり」。「諸姉、八重法をよく誦する 

やJ。「尊師、我等よく誦す」。「諸姉、これ敎誡なり」と說きてこの偈を繰返し繰返 

して說け 

「、いなE て放逸すること^ 

聖人の智慧の道を學ぶもの 

かくの如き心靜まり常に念あるものには 

% 



苦惱あることなし」と。 

諸比ーェ尼はかく言へり、『我等『今日の敎誡こそ善からざるべし、尊師周利槃特 

はかの一偈を繰返し繰返し說くべし芏言ひしに非ずや」と。具壽周利槃特は諸 

比丘尼のこの揄話を聞けり。かくて具壽周利槃特は空中に飛翔し虛空中に步 

み立ち坐し臥し又は隱れ焰を放ち消失し、かの一偈を說き又他の多くの佛語を 

說けり。諸比丘尼はかく言へり、「實に希有なり、實に未曾有なり、尊師周利^特 

のWき善き敎誡は曾て我等になし」と。時に具壽周利槃特は日暮に至るまでか 

の比丘尼を敎誡して『諸姉、往り」とて去らしめたり てかの諸尼は城門附 

非難せ 

近にて城外に止まり翌朝に至りて城中に入れり。諸人(これを見1嫌非難せり 

「この諸比丘尼は非梵行者なり、僧園中に比丘と共に留まり今城中に入る」と。諸 

55比丘かの諸八の……非難するを聞けり。諸比丘の中少•欲なる者……非難せり 

「可ぞmi、壽周利藥特は日沒後に比丘尼を敎誡するや」と…乃至…「周利槃特、汝實 

に日沒後に比丘尼を敎誡するや」。「實なり、世尊」。佛世尊呵責したまへり、「周利 
繫寺、汝河ぞ……敎誡十るや、固利槃特、これ未信者をして信ぜしめ…乃至… 

% 



諸比丘、汝等當に是の如くこの學處を誦すべし—— 

若し選任せらると雖も日沒後に諸比丘尼を敎誠す机ぱ波逸提なリJと 

ニーー 「選任さる」とは白四羯磨にょりて選任さる、なり。 

「日沒後に」とは日の沈める時になり。 

「比丘尼」とは二部の僧中にて受具せるを言ふ。 

『敎誡十れば」とは八重法或はその他の法をもつて敎誡十れば波逸提なり。 

二日沒に日沒想にて敎誡すれば波逸提なり、日沒に疑想にて敎誡十れば波逸 

提なり、日沒に非日沒想にて敎誡すれば波逸提なり。一部にて受具せるを敎誡 

十れば突吉罹なり。非日沒に日沒想なるは突吉羅なり、非日沒に疑想なるは突 

吉羅、非日沒に非日沒想なるは不犯なり。 

三讀誦を與へ、質問を與へ、「尊師、說き給へ」と言はれて說き、質問を問ひ、質問 

を問はれて答へ、他人の爲に說けるを比丘尼聞き、式叉摩那の爲、沙彌尼の爲に說 

くは不犯なり、il狂者、最初の犯行者は不犯なり。 



波逸提 11三 
I その時佛世尊は紀,國、|1毘羅衞城、尼拘律樹園に在しき。その時六群比丘 

は比丘尼の住處に到り、六群比丘尼を敎誡せり。諸比丘尼は六群比丘尼にかく 

56言へり、「諸姉、我等今敎誡に往かん」と。「諸姉、我等も今敎誡の爲に往かんと 

欲す、尊師六群比丘はこ、にて我等を敎誠す」と。諸比丘尼.非難せり「和ぞ 

六群比丘は比丘尼の住處に到りて比丘尼を敎誡するや」と。時にかの諸比丘尼 

諸比丘にこの事を語れり。諸比丘の中少欲なるもの……非難せり、「何ぞ六群 

比丘は比丘尼の住處に……敎誡するや」と…乃至…「諸比丘、汝等實に.：：•敎誡 

するe。「實なり、世尊」。佛世尊呵責したまへり、「愚人、汝等何ぞ.敎誡する 

や、愚人、これ未信者をして信ぜしめ…乃至…諸比丘、汝等當に是の如くこの 

學處を誦すべし- 

可れの比丘と雖も比丘尼の住處に到りて比丘尼を敎誡すれば波逸提なり」 

. と。 

是の如く世尊により諸比丘の爲にこの學處は制せられたり。 
^__I-■ ■ ■■画---- - - II.. I -- 

波逸提二三 八九 
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二その時ぎぎ^亂波"提翟墨r彌病めり。長老諸比丘摩M波11波提觀曇彌の許 

に到りてかく言へり、「瞿#彌、堪え得るや否や、過し得るや否や」。「尊師、我堪 

え得ず、過し得ず、やよ鑕師、法を說き給へ」。「大姉、比丘尼の住處に到りて比丘 

0尼の爲に法を說くは如法に非ず」とて畏愼して說かざりき。 

時に世尊曼朝下衣を著け、外衣と鉢とを持して摩m波闍皱提稷曇彌の許に5 

りヒまひ、設けの座に著き給へり。坐したまへる世尊は稷曇彌にかく日へり、驅 

疆彌、汝堪え得るや否や、過し得るや否や」。「尊師、前には長老諸比丘我が爲に 

來りて法を說けり、この故に我安樂なりき、然るに今や世尊により制せらfたり 

とて畏愼して說かず、こ©故に我に安樂あることなし」と。時に世肆摩詞波S波 

提稷#彌に說法をなしたまひ.踊躍せしめて座より立ちて去り給へり力 

くて世尊この因緣によりて說法したまひ諸比丘に吿げたま-へり、「諸比丘、比 

丘尼の住處に到りて病比丘尼を敎誡することを聽す、諸比丘.汝等當に是の如 

くこの學處を誦すべし 

口 何れの比丘と1も比丘尼の住Sに到リて諸比丘尼を迓詨す饥ば因緣左除 



き波逸提なy、玆に因緣とは比丘尼の病める時、こ/11玆に1*ふ因緣なリ」と。 

三—一「何れの」とは.意味さる、比丘なり。 

「比丘尼の住磨とは比丘尼が一夜にても住せし所を言ふ。 

「到りて」とは其處に行きてなり。 

「比丘尼」とは二部の僧中にて受具せるを言ふ。 

「敎誡すれば」とは八重法をもつて敎誡すれば波逸提なり。 

「因緣を除き」とは因緣を除外するなり。 

「病める」とは比丘尼が敎誠或は共住に行くこと不可能なるを言ふ。 

二受具者に受具者想にて比丘尼住處に到り因緣なくして敎誡すれば波逸提 

なり、受具者に疑想にて……敎誡すれば波逸提なり、受具者に未受具者想にて… 

…敎誡すれば波逸提なり。他の法をもつて敎誡すれば突吉羅なり、一部の僧中 

に受具せる者を敎誡すれば突吉羅なり、未受具者に受具者想なるは突吉羅なり、 

未受具者に疑想なるは突吉羅なり、未受具者に未受具苕想なるは不犯なり。 

三因緣の時M誦を與へ、S問を與へ…〔波逸捉•一ill三に^じ〕…最初の犯行者は 

a逸從 



不犯な 〇 

波逸提一一四 

その寺佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時長老諸比丘比丘尼 

り。六群比丘かく言へ 
を敎誡して衣服、飲食、臥具、病資具たる藥資具を得居れ 

「一受老諸比丘の比丘尼を敎誡するは法を恭敬する爲に非ず、利發の爲に長老諸比 

S丘は比丘尼を敎誡するなり」と。諸比丘の中少欲なるもの.非難せり「何ぞ 

六群比J£は是の如く言ふや、『長老諸比丘の……敎誡するなり』と…乃至…「諸比 

丘、汝等實に是の如く言ふや、『丧老諸比丘の 敎誡するなり』と」。「實なり、世 

尊」。佛世®呵責したま 「愚人、汝等何ぞ是の如く言ふや、『長老諸比丘の 

……敎誡するなり』と、愚人、これ未信者を信ぜしめ…乃至…諸比丘、汝等當に 

是の如くこの學處を誦すべし- 

何机の比丘と雖も是の如く言はK『長老諸比丘は利養の爲に諸比丘尼を 

敎Mす』と、波逸提なリ」と 
〇 



二—一 「何れの」とは.意味さる、比丘なり。 

「利養の爲に」とは衣服の爲、飲食の爲、臥具の爲、病資具たる藥資具の爲、敬Sの爲、 

名聞の爲、尊敬の爲なり。 

r是の如く言へば」とは僧衆によりて差遣せられたる受具の敎誡比丘尼人を惡 

口せんと欲し罵らんと欲し困惑せしめんと欲して斯く言ふ、「衣服の爲……尊 

敬の爲に敎誡す」と言はゞ波逸提なD。 

二如法羯磨に如法羯磨想にて斯く言はM波逸提なり、如法羯磨に疑想にて斯 

く言はM波逸提なり、如法羯磨に非法羯磨想にて斯く言はゞ波逸提なり。僧衆 

によりて敎誡比丘尼人として差遺せられざる受具者を惡口し罵り困惑せしめ 

んとて斯く言ふ、「衣服の爲……尊敬の爲に敎誡す」と言はゞ突吉羅なり。僧衆 

によりて敎誡比丘尼人として差遺し或は差遣せられざる未受具の者を惡口し 

……言はゞ突吉羅なり。非法羯磨に如法羯磨想なるは突吉羅なり、非法羯磨に 

疑想なるは突吉羅なり、非法羯磨に非法羯磨想なるは不犯なり。 

三 事實によりて衣服の爲に……综敬の爲に敎誡するを言ふは不犯なり、癡狂 
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者、最初の犯行者は不犯なり 

波逸提二五 

一 その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時一比丘【常に〕舍衞城 

中の或る町にて乞食を行ぜり。T比丘尼も亦かの町にて乞食を行ぜり。かく 

て比Hはかの比丘尼にかく言へり、「妹、往け、某處にて食與へらるべし」と。か 

の尼も亦斯く言へり、「尊者、往きたまへ、某處にて食與へらるべし」と。〔かくて〕 

彼等は屢々相見ることによりて友となれり。時に傲衆に衣服配分されたり。 

その時かの比丘尼敎誡の爲に來りかの比丘の許に到りて彼を禮拜し一方に立 

てり。一方に立てるかの比丘尼に對ひてかの比丘は斯く言へり、『妹、これ麥 

が配分衣なり、汝受用するや」。「尊師、受用す、我は弊衣をまとふ」と。かくてかの 

比 一Hは：^の比丘尼に衣を興へたり。彼の比丘も亦弊衣者となれり。諸比丘力 

の比丘に斯く言へり、「友、汝の衣を作るべし」と。その時かの比丘諸比丘にか 

の由を語れり。諸比丘の中少欲なるもの……非難せり、「何そ比丘が比丘尼に 



衣を與ふる，と…乃至…「比丘、汝實に比丘尼に衣を興へしや」。「世尊、贲なり 

「汝の親里なるや非親里なるや」。「世尊、非親里なり」。「愚人、非親里の男子は非 

親里の比丘尼に對して威儀非威儀淨行非淨行を知らず、愚人、汝何ぞ非親里の 

比丘尼に衣を與ふるや、愚人、これ未信者をして信ぜしめ…乃至…諸比丘、汝 

等當に是の如くこの學處を誦すべし—— 

何れの比丘と雖も非親里の比丘尼に衣を與ふれば波逸提なり」と。 

世尊により諸比丘の爲に是の如くこの學處は制せられたり。 

二 その時諸比丘畏愼して諸比丘尼に交易衣を與へざりき。諸比丘尼……非 

Go難せり、1何ぞ諸師は我等に交易衣を興へざる」と。諸比丘彼の諸尼の……非雛 

するを聞けり。その時かの諸比丘は……白せり。かくて世综この因緣により 

て說法し諸比丘に日へり、「諸比丘、五衆に交易衣を與ふるを聽す、卽ち比丘、比 

丘尼、式又摩那、沙彌、沙彌尼に對してなり、諸比丘、これ等の五.衆に交易衣を與ふ 

ることを聽す、諸比丘、汝等當に*の如くとの學處を誦すべし—— 

何机の比丘と雖も非親里の比丘尼11衣を與ふれば交易を除き波逸提なy 



經分別(大分別」 

三丨一「何れの」とは.意味さる、比丘なり。 

「非親里」とは父母より七世以內に繫がらざるものなり。 

「比丘尼」とは二部の僧中にて受具せるものなり。 

「衣Jとは六衣中の一衣にして淨施すべき最少量【以上〕を云ふ。 

「交易を除く」とは交換を除外して與ふれば波逸提なり。 

二非親里に非親里想にて衣を與ふれば交易を除き波逸提なり、徘親里に疑想 
にて……非親里に親里想にて……波逸提なり。一部の僧中に受具せる者に衣 

を與ふれば交易を除き突吉羅なり、親里に非親里想なるは突吉羅なり、親里に疑 

想なるは突吉羅なり.親里に親里1Hなるは不犯なり。 

三親里に、交易物、輕物を得て-m物を與へ、或は重物を将て輕物を與ふ、比丘尼が 

親友想にて捉り、暫取想にて捉る、衣を除きて他の資具を與ふ、式叉摩那に、沙彌尼 

に與ふ、これ等は不犯なり、擬狂者、最初の犯行者は不犯なり。 
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波逸提二六 

その時佛世尊は舍衞城、祇樹紿孤獨園に在しき。時に具壽優陀夷は作衣に 

か\り居れり。一比丘尼具壽優陀夷の許に到りてかく言へり、「尊師、願 

は我が爲に衣を縫ひ給へしと て具壽優陀夷はかの比丘尼の爲に衣を 

縫ひて美麗に色染め美しく調へ、その中央に男女交會の像を作りてこれをた、 

みて置けり。かの比丘尼優陀夷の許に到りてかく言へり、r大德、かの衣は何 

處にあ及や」。「やよ妹、これ衣なり、た、める儘に持ち行きて藏し®き比丘尼僧 

敎誠に往く時この衣を著して比丘尼衆の後より行くべし」と てかの比丘 

尼はこの衣をた\める儘に持ち行き比丘尼僧敎誡に往く時これを著して尼衆 

の後ょり行けり。諸人……非難せり、「この諸尼は欺人悪人無耻人なり、實に衣 

に男女交會の像を出す」と。諸比丘尼かく言へり、「こは誰人の作す所」。「尊者優 

陀臾の作^り,-〇「欺人惡人無耻人にとりても是の如きはょからす、况んや^者優 

陀夷に對してをや」と。 

かくてかの諸尼は諸比丘にこの事を語れり。諸比丘の中少欲なるも©. 
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非難せり、「何ぞ具壽優陀夷は比丘甩の爲に衣を縫ふや」と…乃至…、「優陀夷、 

汝Kに比丘尼の爲に衣を縫ふや」。「實なり、世尊」。「優陀夷、汝の親里なるや、非親 

里なるや」。「世尊、非親Mなり」。「愚人、非親里人は非親里の女に對して威依非 

威儀、淸浄不淸浄を知らず、愚人、汝何ぞ非親里の比丘尼の爲に衣を縫ふや、患人、 

これ未信者をして言ぜしめ…乃至…諸比丘、汝等當に是の如くこの學處を誦 

すべ 

何仇の]±丘と雖も非親里比丘尼の爲に衣を縫ひ又はilはしむtflば波逸提 

なリ」と。 

—一 「何れの」とは 育味さる、计丘なり 

「非親里」とは父母より七世以内に繫がらざるものなり。 

「比丘尼」とは二部の僧中に於て受具せるなり。 

「衣」とは六種衣中の一衣なり。 

「縫へば」とは自ら縫ふことにして刺針每に波逸提なり。「縫はしむれば」とは他 

に命ずることにして波逸提なり、一度命ぜられて多く縫へば波逸提なり。 

r 



二非親里の爲に非親里想にて衣を縫ひ或は縫はしむれば波逸&なり非親里 

に疑想にて……非親里に親里想にて……波逸提なり。一部の僧にて受具せる 

者の爲に衣を縫ひ或は縫はしむれば突吉羅なり。親里に非親里想なるは突吉 

羅、親里に疑想なるは突吉羅、親里に親里想なるは不犯なり。 

三親里の爲に、衣を除き他の資具を縫ひ或は縫はしむ、式叉摩那の爲に、沙彌尼 

の爲に縫ふは不犯なり、癡狂者、最初の犯行者は不犯なり。 

一 

波逸提二七 

一 その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時六群比丘は比丘尼 

と深め約して同道を行けり。諸人……非難せり、『我等有婦者の散策するが如 

くかの沙門釋子も比丘尼と共に散策すJと。諸比丘かの諸人の……非難するを 

聞けり。諸比丘の中少欲なるもの……非難せり、「何ぞ六群比丘は比丘尼と豫 

め約して同道を行くや」と…乃至…『諸比丘、汝等實に比丘尼と……行くや」。「實 

なり、世尊」。佛世尊呵責したまへり、「愚人、汝等何ぞ比丘尼と……行くや、愚人、 
- - ——II !| I I ■ I .. ... .. r I ■ ■■画 I : : ■ -1 

波逸提二七 九九 



これ 誦すべし 

631 

何れの比丘と雖も比丘尼と豫め約して同道を行け杖.一聚落の間と雖も波 

逸提なり」と0 

是の如く世尊によりて諸比丘の爲にこの學處は制せられたり。 

その時衆多の比丘及び比丘尼沙祇より舍衞城に向ひて公道を進めり。そ 

の時かの諸尼諸比丘にかく言へり' 「我等も尊師等と共に行かん」。「妹、比丘尼 

と豫め約して同道を行くは如法に非ず、汝等先きに行き或は我等先に行かん」。 

■大德、尊師等は最上人なり、尊師等こそ先きに行き給へ」と。かくて後ょり行け 

るかの諸比丘尼の中道に於て劫賊出で〔尼を〕剝ぎ汚せり。時にかの諸尼舍衞城 

に到り諸比丘尼にこの事を語れり。諸比丘尼は諸比丘に.語れり。諸比丘 

は世尊に.白せり。時に世尊この因緣にょりて說法をなし給ひ諸比丘に日 

へり、「諸it丘、危險を感じ恐怖あり隊をなして行くべき道に於ては比丘尼と 

ftめ約して同道を行くことを聽す、諸比丘' 汝等當に是の如くこの學處を誦す 



何机の比丘と雖も比丘尼と豫め約して同道を行けば一聚落の間と雖も因 

緣を除き波逸提なリ、玆に因縁とは危險を感じ恐怖あリて隊をなして行く 

べき道なる時、これ玆に云ふ因緣なリ」と。 

三丨一「何れの」とは 意味さるゞ比丘な 

「比丘尼」とは二部の僧中にて受具せるな 

「共に」とは一所になり。 

「豫め約して」とは「妹、我等行かん、尊師、我等行かん」。「尊師、我等行かん、妹‘ 

我等行かん」。「今日或は明日或は明後日我等行かん」と豫め約せば突吉羅なり。 

「一聚落の間と雖も」とは附近の村落に於ては村落間每に波逸提なり、村落なき 

曠野にては半由旬毎に波逸提なり。 

「因緣を除き」とは因緣を除外するなり。 

「隊をなして行くべき道」とは隊なくしては行き得ざるを云ふ。「危險」とはその 

逍に於て賊の住せる處が見え、食せる嗥立てる處、坐せる處、臥せる處の見らる、 

なり。「恐怖ある，とはその道に於て賊の爲に人の殺されし者が見え、剝脫されし 



者が見え、打たれし者が見えるなり。 ， 

64怖畏處を行きて無畏處を見れば「諸鄉往くべし」とて去らしむべし。 

二悚約に豫約想にて同道を行けば一聚落の間と雖も因緣を除き波逸提なり 

豫約に疑想にて.豫約に非豫約想にて.波逸提なり。比丘約し比丘尼約 

せざれば突吉羅なり。豫約せざるに豫約想なるは突吉羅'豫約せざるに疑想な 

るは突吉羅、豫約せざるに非豫約想なるは不犯なり。 

三因緣に於て、豫約せずして行く、比丘尼豫約し比丘豫約せず約に違して行く 

事故の場合、擬狂者'最初の犯行者d不犯なり。 ‘ 

波逸提 II八 
一 その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在し食。その時六群比丘は比丘尼 

と豫め約して同一船に乗れり。諸人.非難せり'「我等有婦者の船にて遊樂 

するが如く、かの沙門釋子も比丘尼と共に豫め約し船にて遊樂す」と。諸比丘か 

の諸人の……非難するを聞けり。諸比丘の中少欲なるもの……非難せり、「何 

〇 



ぞ六群比丘は諸比丘尼と豫め約して同一船に乘るや」と…乃至…「諸比丘、汝等 

實に比丘尼と豫め約して同一船に乘るや」。「實なり、世每」。佛世尊呵責したまへ 

り、「散人、汝等何ぞ比丘尼と•…：乘るや、愚人、これ……學處を誦すべし— 

何れの比丘と雖も比丘尼と豫め約して同一船に乘り流を上り或は下^ば 

波逸提なり」と。 

是の如く世尊によりて諸比丘の爲にこの學處は制せられたり。 

二 その時衆多の比丘及び比丘尼沙祇より舍衞城に向ひて公道を進めり。中 

途に於て河の渡るべきあり。時にかの諸比丘尼は比丘等にかく言へり、「我等 

も尊師等と共に渡らん」。「妹、比丘尼と豫め約して同一船に乘るは如法に非ず、 

汝等先に渡れ、或は我等先に渡らん」。「大德、尊師等は最上人なり、尊師等こそ先 

に渡*^たまへ」と て後より渡れるかの諸比丘尼を劫賊剝ぎ汚せり。時に 

彼の諸尼舍衞城に到りて諸比丘尼にこの事を語れり。諸比丘尼は諸比丘に 

語れり。諸比丘は世尊に 白せり。時に世尊この因緣によりて說法をな 

諸比丘に吿げたまへり、「諸比丘、撗ぎりて渡る時は比丘尼と豫め約して同 



一船に乘ることを聽す、諸比丘、汝等當に是の如くこの學處を誦すべし- 

可仇の比丘と雖も比丘尼と共に豫め約して同一船に乘y流を上y或は下 

らば、橫ぎyて渡る時を除き波逸提なリ」と。 

三I一 「何れの」とは.意味さる、比丘なり。 

「比丘尼」とは二部の僧中にて受具せるなり。 

「共に」とは一所になり。 

「豫め約して」とは「妹、我等乘らん、尊師、我等乘らん」。「尊師、我等乘らん、妹、 

我等乘らん」。「今日或は明日或は明後日我等乘らん」と豫め約せば突吉羅なり 

比丘尼の乘れるに比丘乘れば波逸提なり、比丘乘れるに比丘尼乘れは波逸提な 

リ、或は雨者乘れば波逸提なり。 

「流を上り」とは河を上るなり。「下るJとは河を下るなり◦「橫ぎりて渡るを除き」 

とは橫ぎりて渡るを除外するなり。 

附近の村落に於ては村落間每に波逸提なり、村落なき曠野に於ては半由旬每 

に波逸提なり。 



二m約に豫約想にて同一船に乘り流を上り或は下らば橫ぎりて渡るを除き 

66良逸提なり。豫約に疑想にて…〔波逸提二七、三—二を見ょ〕…不犯なり。 

三橫ぎり渡る時、豫め約せずして乘る、比丘尼豫約し比丘は豫約せず、豫約に違 

して乘る、事故の時、癡狂者、最初の犯行者は不犯なD。' 

波逸提 11九 
| その時佛世尊は王舍城、迦蘭陀竹林園に在しき。その時偷蘭難陀比丘尼は 

一家の特信を得常施食を受く。長老諸比丘かの居士にょり招食されたり。時 

に偷蘭難Jt比丘尼晨朝下衣を著け、上衣と鉢とを持してかの家に到り、居士にil* 

ひてかく言へり、「居士、何が故にこの多量の硬軟の食を辨ずるや」。「尊姉我 
ナーリブツタ マハ1乇ツガツヲーナ 

諸一受老を招ぜり」。「居士、その長老は何人なりや」。「尊者舍利弗、尊者大目犍連、尊 

者iTIJ財^;尊者4M.コか#:#"、尊者^:,討ボ貧ぞ尊者氣剖配那夕、尊者阿配律§;^ 

y尊者p 離、尊者阿零ぎ者羅喉羅なり」。「居士、卿何ぞ大龍を放置して小德を 
アーナンダ 

デ-♦ワ•夕 

請ずるや，。「尊姉、何人かその大龍なりや」、「尊者提婆達多、尊者俱伽利伽、@者迦 

〇五 



tMii?¥Iit"者耙料ぢ#:、尊者3”町ぎなり」と。 

偷诩難陀この冗話惡口をなせる時かの長老諸比丘入り來れり、「居士、(貫に 

汝大龍を請ぜり」。「尊姉、汝今尊者等を小德となし、今又大龍となす」とて家より 

出し又常施食を斷てり。諸比丘の中少欲なるもの.非難せり「何ぞ提婆達 

多±ぶりフ、比丘尼斡旋せし食を取るや」と…乃至…「提婆達多、汝實に知りて 

比丘尼の斡旋せし食を取るや/「實なり、世尊」。佛世尊呵責したまへり、「愚人 

汝何ぞ知りて.取るや、愚人、これ.學處を誦すべし 

何れの比丘と雖も知りつ、比丘尼の斡旋せし食を取らば波逸提なり」と 

世尊により諸比丘の爲にこの學處は是の如く制せられたり。 

二その•時王舍城より出家せる一比丘親里の家に到れり。諸人は「久振りに大 

德來れり；て敬重して食を作れり。かの家の特信の比丘尼かの諸人にかく言 

へり、「賢者、大德に食を供せ」と。時にかの比丘は「世尊知りて比丘尼の幹旋せ 

し食を取るを禁じたまへり」とて畏愼して取らざりき。〔時過ぎ〕行乞すること能 

はず食を得ざりき。かくてかの比丘僧園に到り諸比丘にこの事を語れり。諸 

0 



比丘は……白せり。時に世尊この因緣によりて說法したまひ諸比丘に日へり、 

「諸比丘、在家の前より〔比丘の爲に〕準備せしものは比丘尼の斡旋せし食たる 

も知りて取ることを聽す、諸比乓汝等當に是の如くこの學處を誦すべし—— 

何机の比丘と雄も知リつV比丘尼の啓旋せし食を取机ば在家人の前よリ 

〔比丘の爲に牵備せるものを除き波逸扭なyjと。 

三丨一 『何れの」とは.…：意味さる、比丘なり。 

「知りつ仝とは自ら知5或は他の人彼に吿げ或は自ら吿ぐるなり。 

「比丘尼」とは二部の僧中に受具せるなり。、 

「幹旋す」とは前より與へんと欲するに非ず、作らんと欲するに非ざる者に對し 

尊者は善說法者なり、尊tは多聞者なり、尊者は經師なり、尊者は律師なり、尊者は 

論師なり、尊者に供せよ、尊者の爲に作れと言ふ、これを翰旎すと名づく。 

「食」とはS種の®:食の中いづれか一.の嗷食なり。 

「在家人の前より準備せるものを除き」とは在家人の準備せるを除外するtp 

「在家人の準備せるもの」とは或は親里たり、或は招待され或はもとより準晡さ 

〇 



るゞなりo 

在家人の前より準備せるを除き食せんと取れば突吉羅、食咽する每に波逸提 

なり。 レ 

二斡旋に斡旋想にて食すれば在家人の前より準備せるを除き波逸提なり、幹 

旋に疑想にて食すれば〔……〕突吉羅なり、幹旋に非斡旋想にて食すれば〔.芣犯 

なり。一部の僧にて受具せる尼により斡旋されたるを食すれば〔.}突吉羅な 

り。非斡旋に斡旋想なるは突吉羅、非斡旋に疑想なみは突吉羅、非斡旋に非斡旋 

想なるは不犯なり。 

三在家人の前より準備せるもの、式叉摩那の斡旋せるもの、沙彌尼•の幹旋せる 

もの、五種の瞰食を除きたる凡べてのものは不犯なり、癡狂^、最初の犯行者は不 

犯な-^。. 

波逸提三〇 

I その時彿世尊は舍衞城'祇樹铪孤獨園に在しき。その時具壽優陀夷の前婦 



比丘尼に出家し居れり。彼の女屢々具壽優陀夷の許に到り、優陀夷も亦屢々彼 

の尼の許に到れり。時に具壽優陀夷かの尼と共に獨りにて秘密に坐せり。諸 

比丘の中少欲なる者……非難せり、^ぞ具壽優陀夷は比丘尼と共に獨りにて 

秘密に坐するや」と…乃至…「優陀夷、汝實に比丘尼と共に獨力にて秘密に坐す 

るや」。「實なり、世尊」。佛世尊呵責したまへり、「愚人、汝何ぞ比丘尼と共に獨り 

にて秘密に坐するや、愚人、これ未信者をして……誦すべし—— 

何机の比丘と雖も比丘尼と共に獨yにて秘密に坐せぱ波逸提なy」と。 

二丨一 「何れの」とは.意味さる、比丘なり。 

「比丘尼」とは二部の僧中にて受具せるなり。 

「共に」とは一所になり。 

「獨りにて」とは一比丘と一比丘尼となり。 

69「秘密に」とは見秘密、聞秘密あり、見秘密とは或は目に手をかざすも、眉上げられ 

頭上げらるkも見得ざるなり、聞秘密とは常語の聞き得ざるなり。 

「坐す」とは比丘尼の坐する側に比丘或は坐し或は臥すれば波逸提なり、比丘の 



坐する側に比丘尼坐し或は臥すれば波逸提なり、兩人坐し或は臥せば波逸提な 

り0 

二秘密に秘密想にて獨り坐すれば波逸提なり、秘密に疑想にて.秘密に非 

秘密想にて.波逸提なり。非秘密に秘密想なるは突吉羅、非秘密に疑想なる 

は突吉羅、非秘密に非秘密想なるは不犯なり。 、 

三何人か有智の陪席者ある、立ちて坐せず、秘密に非らず見らる、處、想、七して 

坐す、癡狂者、最初の犯行者は不犯なり。 

第三敎誡品 

その攝頌 

不選任、.〔日〕沒、【尼荏處、利養、與〔衣) 

縫〔衣一、公1〕、船、取食、獨、これ十なり 

波逸提三I 
I その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時舍衞城に近く一衆 



社の施食處の食設けられたり。六群比丘裊朝下衣を著し、上衣と鉢とを持して 

舍衞城に行乞に到り食を得ずして施食處に到れり。諸人「久時にして大德來り 

給へり」とて敬重して食を供せゎ。かくて六群比丘は第二日も…乃至…第三日 

もS朝下衣を著し……施食處に到りて食を取れり。時に六群比丘思惟すらく、 もS朝下衣を著し……施食處に到りて食を取れり。時に六群比丘思惟すらく、 

「我等如何にせん、園に到りて明日亦こ、に歸るべし」とてそこに日々住して施食 

70處の食を取れり。〖爲に)諸外道は去れり。諸人……非難せり、「何ぞ沙門釋子は 

日々に住して施食を受くるや、彼等のみの爲に施食は設けらる、に非ず、凡べて 

の沙門に對して施食は設けらる、なり」と。諸比丘この諸人の 非難するを 

聞けり。諸比丘の中少欲なる者……非難せり、「何ぞ六群比丘は日々に住して 

施食處の食を受くるや」と…乃至…「諸比丘、汝等實に.受くるや」。「世尊、實 

なり」。佛世尊呵賓したまへり、「愚人、汝等何ぞ.受くるや、愚人、これ. 

學處を誦すべし-- 

施食處に於て一囘の食を取るべし、若しそれを過ぎて取れば波逸提なり」と 

世尊にょり諸比丘の爲にこの學處は是の如く制せられたり。 



その時具壽舍利弗拘薩羅國に遊行し舍衞城に行かんとし一施食處に到f 

It、「入寺こして大德來りたまへり」とて敬重して食を供せり。時に食を耳 時に食を取 

巳れる具壽舍利弗に烈しき病起り、かの施食處より去ること能はざりき。力 

て諸人翌日も具壽舍利弗にか /「大德、食したまへ」と。時に具壽舍 

利弗は「世尊日.々に住して施食處の食を受くるを禁じたまへり」とて畏愼して食 

を取らず、爲こ貪を斷てり。かくて具壽舍利弗舍衞城に到りて諸比丘にこの事 

を語れり。諸比丘.白せり。時に世尊この因緣に 

丘て日/り、「諸此丘、病比丘は施食處の食を^く取 

等當に是の如くこの學處を誦すへ^) 

より て說法したまひ諸比 

ることを聽す、諸比丘、汝 

無病D丈丘はI囘の施食应食を取るべし、若しそr/lを過ぎて取Titば波逸提 

なyjと 

三丨一 「無病」とはかの施食處より去り得るなり、病とはかの拖食處より去 

ざるなり 

n「施食處食」とは五種嗷食中のいづれかの食にして或は舍內或は天幕內或は樹 



下或は露地に不定人の爲に入用なるだけ充分備へ知くなり。 

無M比ーェ11一度受食すべし、若しそれを過ぎて受貪せんとて取れば突吉羅、食 

咽する每に波逸提なり。 

二無〗丙者'無病想にてそれを過ぎて施貪處の食を取れば波逸提なり、無病に疑 

想1Cて.無病に病想にて.波逸提なり。病者、無病想なるは突吉羅、病に疑 

想なるは突吉羅、病に病想なるは不犯なり。 

三 lnr病者、無病にて一食す、或は道を行く時、或は歸る時〔中途にてと行き已れる 

處にて)食す、施主請待して食す、特定人の爲に設けら、る時、充分に備へられざる 

寺、五種正食を除き也の凡べての食は不犯なり、擬狂者，最初の犯行者は不犯なり 

波逸提三二 

一 その時佛世尊は王#城、迦蘭陀竹林園に在しき。その時提婆達多は利發と 

名聞とを失ひて徒衆を擁し諸家に勸化して食を取れり。諸人……非難せり、「何 

そ沙門釋子は諸家に勸化して食を取るや、何人か好く調理せるを愛せざる何人 



か床好きを喜ばざる」と。諸比丘、諸人の……非難するをSけり。諸比丘の中^ 

欲なる者.非難せり' 「何ぞ提婆達多は徒衆を擁して諸家に勸化して食を取 

るや」と…乃至…「提婆達多、汝實に徒衆を擁して諸家に勸化して食を取るや」。 

「實なり、世尊」。佛世尊呵責したまへり、「愚人、汝何ぞ徒衆を擁して諸家に勸化 

して食を取るや、愚人、これ未信者をして…乃至…諸比丘、汝等當に是の如く 

この學處を誦すべし 

別衆食は波逸提なりjと。 

世尊にょり諸比丘の爲に是の如くこの學處は带せられたり 

72二その時諸人、病比丘を食に招ぜり。比丘等は別衆食はiH:尊にょり禁ぜられ 

たりとて畏眞して受けざりき。世尊にこの事を白せり。時に世©この因緣に 

ょり說法をなし給ひ諸比丘に日へり、「諸比&、病比丘は別衆貪を受くること 

を聽す、諸比丘、汝等當に是の如くこの學處を誦すべし 

別衆食は因緣を除皂波逸提なり、茲に因緣とは病時、これ茲に云ふ因緣なり 

VA 



世尊にょり諸比丘の爲にこの學處は是の如く制せられたり。 

三その時諸人施衣時に於て衣食を共に調へ食を供し衣を施さんとて諸比丘 

を請ぜり。比丘等は別衆食は世尊にょりて禁ぜられたりとて畏愼して受けず、 

〔比丘の}衣不足となれり。世尊にこの事を白せり、『諸比丘、施衣時に於ては別 

衆食を受くるを聽す、諸比丘、汝等當に是の如くこの學處を誦すべし—— 

別衆食は因緣を除き波逸提なり、茲に因緣とは病時、施衣時、これ茲に云ふ因 

緣なり」と。 

世尊により諸比丘の爲に是の如くこの學處は制せられたり。 

その時諸人作衣の比丘を飲食をもつて請ぜ 比丘等は「別衆食は世尊に 

ょりて禁ぜられたり」とて畏愼して受けず、世尊にこの事を白せり、「諸比丘、作 

衣時には別衆食を受くるを聽す、諸比丘、汝等當に是の如くこの學處を誦すべ 

別衆食は因緣を除き波逸提なり、茲に因緣とは病時、施衣時、作衣^これ茲に 

云ふ因緣な、りjと。 



i一尊により諸比丘の爲に是の如くこの學處は制せられたり。 

^Iその時諸比丘諸人と共に通路を行けり。時にかの比丘等諸人にかく言へ 

り、「賢者、少時待て、我等乞食すべし」と。彼等いはく、「大德、こ"にて食を取 

りたまへ」と。比丘等は「別衆食は世尊によりて禁ぜられたり」とて畏愼して取ら 
ざりき。世尊に……白せり、「諸比丘、行路時に於ては別衆食を取るを聽す、諸 

比ーエ、汝等當に是の如くこの學處を誦すべし 

別衆食は因緣を除き波逸提なり、茲に因縁とは病時、施衣時、作衣時、行路時、こ 

れ茲に云ふ因緣なり」と。 

世尊により諸比丘の爲にこの學處は是の如く制せられたり 

六その時比丘等諸人と共に船に乘りて行けり。時にかの比丘等諸人にかく 

言へり、「賢者、少時岸に著けよ*我等乞食すべし」と。彼等いはく、「大德*こ、 

にて食を取りたまへ」と。比丘等は「別衆食は世尊により禁ぜらる」とて畏愼して 

取らざりき……「諸比乓乘船時に於ては別衆食を取るを聽す、諸比丘、汝等當 

に是の如くこの學處を誦すべし- 



別衆食は因緣を除き波逸提なり、茲に因緣とは病時•施衣時•作衣時•行路時•乘 

船時、これ茲に云ふ因緣なり」と。 

世尊により諸比丘の爲に是の如くこ.の學處は制せられたり。 

七その時諸地にて安居を竟れる比丘等世尊に見えんとて王舍城に向へり。 

諸居士諸地より来れる比丘を見て飲食を施さんと請ぜり。比丘等.畏愼し 

て取らざりき……「比丘等、大衆會時に於ては別衆食を取ることを聽す、諸比乓 

汝等當に是の如くこの學處を誦すべし—— 

別衆貪は因緣を除き波逸提なり、茲に因縁とは病時……乘船時•大衆會時、こ 

れ茲に云ふ因緣なり」と。 

世尊により諸比丘の爲に是の如くこの學處は制せられたり。 

74八その時摩竭陀國王，！^服頻婆沙羅の血縁の者にて邪命外道に出家せるあ 

り。時にかの邪命士、斯尼耶頻婆沙羅王の許に到りて王にかく言へり、「大王、 

我一切沙門に供養食をなさんと欲す」と。「大德、汝若し佛陀を上首とする比丘 

僧伽に第一に食を供，せんとて作さんと欲せば(なせ〕」と。かくてかの邪命士は諸 
.1___I_ . , _ _ -I - - I 

波逸提三二. 一一七.•. 



比丘の許に使を送れり、「諸比丘、明日我が請食を受けたまへ」と。比丘等は「別 

衆食は世尊にょり禁ぜられたり」とて畏愼して受けざりき。かくて力の牙命士 

世尊の許に到り世尊と互に敬禮し親しく禮儀正しき言葉を交はし一方に立て 

り。一方に立ちてかの邪命士は世尊にかく言へり、「大德瞿1も出家者なり我 

亦出家者なり、出家者が出家者の施食を受くるは相應せり、大德瞿暴明朝比丘僧 

と共に我が施食を受けたまへi-.と。世尊默然としてこれを諾ひたまへり力く 

てかの邪命士は世尊の諾ひたまへるを知りて去れり。その時世尊この因緣に 

ょりて說法したまひ諸比丘に日へり、『諸比丘、沙門施食時に於ては別衆食を 

取ることを聽す、諸比丘、汝等當に是の如くこの學處を誦すべし 

別^食は因を除き波逸提なy、玆にその因緣とは病時•施衣時•作农時•行路 

時.乘從時-大^0時.沙門筘食時、こ仉玆に云ふ因没なリ」と。 

九— 一 r別衆食」とは四人〔以上〕の比丘が五種正食中の一をもつて請ぜられ【共に) 

食する時これを別衆食と名づく。 

「因緣を除き」とは因緣を除外するなり。 



「病時」とは足を傷つけたるをも名づく、「病時なり」と【觀じ〕て食すべし。 

『施衣時」とは！mS取衣式の行はれざる時は雨期後のーヶ月、迦締那衣式の行は 

れたる時は五ケ月なり、「施衣時なり」とて食すべし。 

「作衣時」とは衣を作れる時には「作衣時なり」とて食すべし。 

75「行路時」とは「我半由旬を行くべし」とて食すべし、往路者食すべく、歸路者も食す 

「乘船時」とは「我乘锆すべし」とて食すべし、〔流を〕上る者食すべく、下る者食すベ 

「大衆0會時」とは二人三人の比丘は乞食を行じて生き得るも第四人が來れば生 

き得ざるなり、「大衆會時なり」とて食すべし。 

「沙門施食時」とは何等かの沙門となれる者食を作るなり、.『沙門施食時なり」と 

て食すべし。 

因緣を除き食せんとて取れば突吉羅、食咽する每に波逸提なり。 

二別衆食に別衆食■にて因緣を除き食すれば波逸提なり、別衆食に疑想にて 

I 



……別衆食に非別衆食想にて……波逸提なり。別衆食に非ずして別衆食想な 

るは突吉羅、別衆食に非ずして疑想なるは突吉羅、別衆食に非ずして別衆食に非 

ずと想ふは不犯なり。 ■ 

三因緣の時、二人三人一人にて食す、乞食を行じて一處に集まりて食す、常施食 

籌符食•半月拿布薩食•月旦食•五正食を除き他の一切の食は不犯なり癡狂^fe初 
の犯行者は不犯なり。 

波逸提三三 
一その時佛世尊は把^配の^：#;^^;^;^;扣しき。その時毘舍離に於て美 

味食の施食續きて行はれたり。時に一賤傭人謂へらく、「この諸人誠を®して 

施食をなす、この功德少なからざるべし、いざ、我も亦施食せん」と。かくてかの賤 

傭人はキラパティカの許に到りてかく言へり、「賢子、我佛陀を上首とする比 

{5丘僧伽に施食せんと欲す、我が賃金を與へられよjと。かのキラパティカも亦淨 
0 

信有りき。かくてキラパティカはかの賤傭人に餘分の賃金を與へたり。かの 



賤傭人、世尊の許に到り世尊を禮して一方に坐せり'方に坐し巳りてかの賤傭 

人i世尊にかく白せり、「大德、世尊明朝比丘僧と共に我ガ請食を受けたまへ」 

「賢者、大比丘衆なり、汝これを知れ」。「世尊、大比丘衆たるべし、我多量の木綿を 

調ふ、木綿を添へて飲物を充分に調ふべし」と。世尊默然として承けたまへり。 

時にかの賤傭人世尊の承けたまへるを知りて坐より起ち世尊を禮し右遶して 

去れり。 

諸比丘聞けり、「明朝、賤傭人、佛陀を上首とする比丘僧を請じ、木綿を添へて飲 

物を充分に調ふべし」と。彼等は時到り行乞し.て食を取れり。諸人は賤傭人、佛 

陀を上首とする比丘僧を請ぜりと云ふを聞き賤傭人の爲に多くの硬軟の食を 

持ち行けり。かくてかの賤傭人はその夜過ぎて種々なる硬軟の美味を辨ぜし 

め、世尊に時到れるを報ぜしめたり、「世尊、•時到れり、食事已に辨ぜり」と。かく 

て世尊はS朝下衣を著け、上衣と鉢とを持してかの賤.傭人の住處に到り給ひ、比 

ーェ僧と共に設けの座に著きたまへり。かくてかの賤俯人は貪堂に於て諸比丘 

を給：Hせり。諸比丘かく言へり、「賢者、少しく與へよ、賢者、少しく與へよJ。 



へ 

「諸大徳、尊師等『これ賤傭人なりJとて少量に取ること勿れ、我硬軟の食を多量に 

蜀ふ、嗜欠1、滿足するまで取りたまへ」。「賢者、我等その理由にょりて少しづ 

つ取るにあらず、我等食時に乞食を行じて食を取れり、この故に我等少量を取る 

なり」と。 

その時かの賤傭人譏嫌非難せり、「何ぞ諸大德は我が請待を受けながら他處 

にて食を取るや爲に我滿足するまで與ふること能はず」と。諸比丘かの賤佣人 

77の……非難するを聞けり。諸比丘の中少欲なるもの……非難せり、「何ぞ比丘 

等 一®に請寺を受けつ、他處にて食を取るや」と…乃至…「諸比丘、實に比丘等 

は一听に請寺を受けつ、他處にて食するや」。「實なり、世尊」。佛世尊呵責したま 

り、「諸比一工、かの愚人Mぞ.食するや、諸比丘、これ.學處を誦すべし 

數々食するは波逸提なり」と 

世尊にょり諸比丘の爲にこの•學處は是の如く制せられたり。 

その時一比丘病患なりき。ある比丘乞食の食を持してかの比丘の許に到 



りてかく言へり、「友、食せJ。「止めよ、友、我に所期の食あり」と。かの比丘の許 

に乞食の食は午後に到りて持ち来られたり。〔爲に〕彼の比丘は期待せし貪を取 

り得ざりき。世尊にこの事を白せり。時に世尊この因緣により說法したまひ 

諸比丘に告げたまへり、「諸比丘、病比丘は數々食することを聽す、諸比丘、汝 

等當に是の如くこの學處を誦すべし—— 

數々食するは因緣を除き波逸提なり、茲にその因縁とは病時、これ茲に云ふ 

因緣なり」と。 

世尊により諸比丘の爲に*是の如くこの學處は制せられたり。 

三その時諸人施衣時に於て衣食を共に調へ「食を供し衣を施さん」とて諸比丘 

を請ぜり。比丘等數々食は世尊によりて禁ぜられたりとて畏愼して受けざり 

き…r波逸提三二の三.St見ょ〕…誦すべし- 

數々食するは因縁を除き波逸提なリ、玆にその因縁とは病時•施衣時、こ仉玆 

に云ふ因緣なyjと。 

世尊により諸比丘の爲に是の如くこの學處は制せられたり。 



78四 時に世尊晨朝下衣を著し、上衣と鉢とを持して具壽阿難を隨侍として 

に到り設けの座に著きたまへ その串かの諸人は世尊及び具壽阿難に食を 

捧げたり。具壽阿難は畏愼して取らざりき、「取れ、阿難」。「止みなん、世尊、我に 

所期の食ありj。「然らば阿難、#施して取るべし」と。時に世尊この因緣にょり 

て說法したまひ諸比丘に日へり、「諸比丘、淨施して敷々食を取ることを聽す 

諸比ーエ、是の如く淨施すべし、『我が所期の食を某申に與ふ」と」。 

五1一.「数々食」とは五種正食中の一食をもつて請せられ、それを置きて他の五 

種正食中の一食を取る、これを數々食と名づく。 

「因緣を除き」とは特別の場合を除外するなり。 

「病時」とは一處に坐して充分に食を取り得ざるなり、y病時なり」と〔觀じて〕食す 

「施衣寺-とは.. r作衣時」とは…〔波逸提三二參照〕… ， 
因緣を除き「食せん」とて…〔波逸提三二參涅…非數々食想なるは不犯なり。 

擊 . 

因緣に於て、淨施して食す、二處三處の請食を一所にして食す、順次に受請さ 



れて食す、全聚落ょり請ぜられその村のいづこかにて食す、全組合^^請ぜられ 

その組合のいづこかにて食す、請を受けて「我は乞食の食を取らん」と言ひて【請を 

斷はるr常施食•籌符食•半月食•布薩食•月日一tに於て、五正食を除き他の一切の食 

は不犯なり、擬狂者、最初の犯行者は不犯なり。 

波逸提三四 

_丨一 その時佛世尊は舍衞城、祗樹給孤獨園に在しき。その時伽若の母なる 

79淨信の優婆夷ありき。®右は村落に於ける一男子に與へられたりき。時に伽 

若或る用事にて母の家に来れり。その時伽若の夫は伽若の許に使.を送れり，「伽 

若、歸れ、我伽若の歸りを待つ」と。かくて伽若の母なる優婆夷は「如何でか空手 

にて歸るべき」とて餅を作れり。餅の作られし時一人の行乞比丘伽若の母なる 

優婆夷の家に入れり。かくて伽若の母はかの比丘に餅を與へたり。彼去りて 

他比丘に〔これを〕語り〔彼も來りて乞ひし故に〕彼にも亦餅を與へたり。彼の比丘 

去りて#比丘に語り彼にも亦餅を與へたり、かくて餅を調ふるに隨ひて悉く失 



へり。伽若の夫は再び伽若の許に使を送れり、「伽若、歸れ、我伽若の歸りを待 
つ」と。再び伽若の母なる優婆夷は『如何でか……」：：：失へり。三度伽若の夫は 

伽若の許に使を送れり、「伽若、歸れ、我伽若の歸りを待つ、若し伽若歸らざれば 

我也の婦を迎へん」と。三度伽若の母なる優婆夷は「如何でか.」.失へり 

かくて伽若の夫は他のf迎へたり、伽若1の人他f迎へt-iと聞きて泣 

きて立てり。 

時に世尊®朝下衣を著け、上衣と鉢とを持して伽若の母なる優婆夷の住處に 

到りて設けの座につきたまへり。時に伽若の母世尊のみ前に近づき世尊を禮 

拜ノて一方に坐せり。一方に坐せる伽若の母に對ひて•世尊は日へり「何力故 

に加若は泣くや」と。時に伽若の母世尊にかの事を白せり。時に世®伽若の母 

なる優婆夷に說法し……歡喜せしめたまひ座ょり起ちて去りたまへり。 

二その時一隊商の王舍城ょりパティャーローヵに到らんと欲せるあり。一 

乞食比丘かの隊商に乞食に到れり。一優婆塞かの比丘に麥餅を與へたり。彼 

去りて他比丘に吿げ、〔この比丘來り)彼にも亦麥餅を與へたり。彼去りて他比 

1 



一irに吿げ、彼にも亦麥餅を與へたり。【かくして〕行路の糧食を調ふるに隨ひて 

OU悉く失へり。かくてかの優婆塞諸人にかく言へり、「卿等、この月夜待ちたま 

へ、行路の糧食を調ふるに隨ひて悉く尊師等に與へたり、我糧食を調ふべしJ。「賢 

者、我等待つこと能はず、隊商は巳に出發せり」とて行けり。かくて糧食を調へ. 

て後より出發せる彼の優婆塞に劫賊出でて剝奪せり。諸人……非難せり、「何 

ぞ沙門釋子は量を知らずして取るや、この人彼等に與へて後れて行き劫賊の爲 

に剝奪されたり」と。諸比丘この諸人の.非難するを聞けり。かくて諸比丘 

世尊にこの事を白せり。時に世尊この因緣によりて說法したまひ諸比丘に日 

へり、「諸比丘、然らば我比丘等の爲に學處を制せん、十利の爲の故に、僧を攝す 

る爲に、衆僧安樂の爲に…乃至…律を愛重十る爲に、諸比丘、汝等當に是の如く 

この學處を誦すべし- 

在家に來机る比丘に餅或は数を與へて取るに任す時は欲する比丘は二三 

鉢を取るべし、若しそ机を過ぎて取乳ば波逸提なy。二三鉢取yたる時は 

そこよy持ち去yて諸比丘の間に分SBすべし、こ軋その時の法なリ」と。 

波逸提三四 • 一二七 



Ill一「在家に来れる比丘に」とは、在家とは刹芾利家•婆羅門家•吹舍家•首陀羅家 

の四家なり、來れるとはそこに行けるなり。 

「餅」とは贈物にせんとて調へられたるものなり。 

「#」とは糧食にせんとて調へられたるものなり。 

「與へて取るに任す」とは欲するだけ取れと云ふなり。 

r欲する者」とは望む者なり。 

「二三鉢を取るべし」とは鉢に滿して二三杯を取るべきなり。 

r若しそれを過ぎて取れば」とはそれ以上取れば波逸提なり。二三鉢を取りて 

そこより去る者比丘を見れば吿ぐべし、「彼處にて我二三鉢を取れりそこにて 

取ること勿れ」と、若し見て告げざれば突吉羅なり、若し吿げられて取れば突吉羅 

「そこょり持ち去りて諸比丘の間に分配すべし」とは分座堂に持ち行きて分配 

すべきなり。 「これその時の法なりU.とはこれその時の正しき法なり。 

二 二三鉢以上に以上想にて取れば波逸提なり、二三鉢以上に疑想にて……二 



三鉢以上に以下想にて取れば波逸提なり。二三鉢以下に以上想なるは突吉羅、 

以下に疑想なるは突吉羅、以下に以下想なるは不犯なり。 

三二三鉢を取る、二三斜以下を取る、贈物の爲に非ず、行路の糧食の爲に非ずし 

て調へたるを與ふ、贈物の爲或は行路の糧食の爲に調へたる殘を與ふ、行路を廢 

せる時與ふ、親里のものに恣にとれと與へられたるものより〔取る〕、他人の爲に、 

自己の財によりて、擬狂者、最初の犯行者は不犯なり。 

波逸提三五 

一 その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時一婆羅門諸比丘を 

請じて食を供せり。諸比丘充分に食し已りて親里の家々に到り、或る者は食を 

取り、或る者は鉢食を受けて歸れり。その時かの婆羅門は近隣の人々にかく言 

へり、「諸卿、比丘等は我により滿足せり、いで我卿等をも滿足せしめん」と。彼 

等かく言へり、『卿、如何でか我等を滿足せしめんや、卿に招ぜられし彼等さへ 

我等の家に来りて或る者は食を取り或る者は鉢食を受けて歸れり」と。その時 



かの婆羅門は譏嫌非難せり、「何ぞ諸大德は我が家に於て食を取り【更に】餘處に 

て食するや、我充分に供す•ること能はざるや」と。諸比丘かの婆羅門の.非雛 

するを聞けり。諸比丘の中少欲なる者……非難せり、『何ぞ諸比丘充分に食し 

巳りて〔更に〕餘處にて食するや」と…乃至…「諸比丘、實に比丘等…•：食するや」。 

「實なり、世尊」。佛世尊呵貴したまへり、「諸比丘' 何ぞ彼の愚人等は充分に食し 

82已りて〔更に〕餘處にて食十るや、諸比丘、これ未信者をして信ぜしめ…乃至…諸 

比丘、汝等當に是の如くこの學處を誦すべし 

可八の比丘と雖も足食し已りて〔更に〕嚼食、嗽食を取れば波逸提なり」と。 

世尊にょり諸比丘の爲に是の如くこの學處は制せられたり。 

二 その時諸比丘病比丘等の爲に美味なる鉢食を持ち来れり。病者所期の如 

く食せず、諸比丘それを棄捨せり。世尊は喧聲、大聲、烏聲を聞きたまひて具壽阿 

難に日へり、「阿難、かの喧聲、大聲、烏聲は何ぞや」と。時に具壽阿難は世尊にか 

の由を白せり’「阿難、諸比丘は病者の殘食を食十るや」。「世尊、食せず」と。そ 

の時世尊この因緣にょりて說法したまひ諸比丘に日へり、『諸比丘、病者及び 



無病者の殘食を食することを聽す、諸比丘是の如く殘食法をなすへし『我C 

の食を一切須ひず【殘食を汝に與ふ〕」と言ふなり。諸比丘、汝等當に是の如く 

この學處を誦すべし 

何れ〇比 一Hと雖も足食し已yて殘食にあらざる嚼食或は敬食を取れば波 

逸提なリ」と。 

三1一 「何れの」とは.意味さる、比丘なり。 

r食し」とは五種正食中の一食を草葉程にても食し已るなり。 

『滿足し巳る」とはCD座知ら，れ、食知られ、近くに立ち、給仕し、【充分なりとの〕遮絕が 

知られるなり。 . 

「殘食にあらざる」とは〔殘食法をなさくるものにして一不浄食がなされ、食を手に 

持たずしてなされ、食を少しも取らずしてなされ、申手內に非ずしてなされ未だ 

食し竟らざるものによりてなされ、足食し竟りて坐より立てるものによりてな 

され、「この食は凡べて須ゐず」と言はざる時、病者の殘食に非ざる時、これを殘食 

に非ずと名づく。 



「殘食」とは〔殘食法のなされたるものにして〕淸浄食がなされ食を手に持ちてな 

され、食を【少しく〕取りてなされ'申手內にてなされ、食し已れる者によりてなされ 

足食して座より立たざる者によりてなされ、「この食一切須ゐず」と云はる、時 

4丙者の殘食なる時なり、これを殘食と名づく 

ぬ『嚼弇とは五種嗽氧非時藥、七日藥、盡形壽藥を除き殘餘の硬食を云i 

「瞰食」とは五種の軟氧卽ち飯、粥'您、魚、肉なり。食せんとて取れば突吉羅食咽す 

る毎に波逸提なり。 ’ 

二非殘食に非殘食想にて嚼食或は瞰食を食すれば波逸提なり、非殘食に疑想 

にて.非殘食に殘食想にて.波逸提なり。非時藥、七日藥、盡形壽藥を食せ 

い」-C汉rlず廷41口叢、Sする每に突吉羅なり。殘食に非殘食想なるは突吉羅‘ 

にて……电戔食に殘食想にて……波逸提なりC非時■十日1盡沔■荽—吒 

んとて取れば突吉羅、食咽する每に突吉羅なり。殘食に非殘食想なるは突吉羅 

殘食に疑想なるは突吉羅、殘食に殘食想なるは不犯なり。 

三殘食法をなさしめて食十、殘食法をなさしめて食せんとて取る、他人の爲に 

持ち行く、病者の殘りを食す、非時藥、七日薬、盡形壽藥を因緣ありて食十、癡狂者、最 

初の犯行者は不犯なり。 



1 

波逸提三六 

I その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。時に二比丘拘薩羅國にて 

舍衞城に向ひて大街道を行けり。一比丘非法を行じ第二比丘彼にかく言へり 

r友、是の如きをなすこと勿れ、これ浄行に非ず」と。彼の比丘これを怨めり，かく 

て彼等は舍衞城に来れり。その時舍衞城に於て一衆社の(施せる〕衆僧食あり，第 

二比丘は足食せり。怨恨せる一比丘は親里の家に到り、鉢食を持ち來り、彼の比 

丘の許に到りてかく言へり、「友、食せ」。「友、充分なり、我滿足せり〇「友、美味 

の食なり、食せよ」と。かくて彼の比丘は他比丘に强ひられてかの鉢食を食せり。 

S4怨恨の比丘かの比丘にかく言へり、「友、汝實に我に〔罪につき一言ふべきことを 

知る、而も汝〔自ら〕足食して殘食に非ざる軟食を食す」と、「友、吿ぐべきに非ずや」。 

『友、問ふべきに非ずや」と。かくてかの比丘諸比丘にtの事を語れり諸比丘の 

中少欲なる者.非難せり、「何ぞ•比丘、足食の比丘に殘食に非ざる軟食を與 

へて取るに任すや」と…乃至…「比丘、汝實に比丘に.任すや0「實なり、世尊」。 
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佛世尊呵責したまへり、「愚人、汝何ぞ比丘に……任十や、愚人、これ未信者を 

して旨ぜしめ…乃至…諸比丘、汝等當に是の如くこの學處を誦十べし 

可7ftのJ±丘と進も足食せる比丘に殘食に非ざる嚼食或は啜食を與へて取 

るt任せ『いざ比丘、嚼めよ、喧ベよ』と云ひ、知yて罪を犯さしめんと欲する者 

は、〔かの比丘の〕食辻る時波逸提なリ」と。 

二1一「可れの」とは.意味さる、比丘なり。 

「比丘に」とは他の比丘になり。 

「食せる」とは…〔波逸提三五、三參照〕…これを殘食に非ずと名づく。「嚼食」とは…〔波 

逸fe三五、三參照〕…肉なり。. 

r與へて取るに任寸」とは汝の欲十るだけ取れと云ふなり。 

r知りて」とは自ら知り或は他の者彼に吿げ、或は彼語るなり。 

「罪を犯さしめんと欲する」とは「これによりて我これを非難せん、憶ひ出さしめ 

ん、叱責せん、擧げて言はん、困惑せ.しめん」とて持ち來れば突吉羅なり、彼の語によ 

り嚼暾せんとて取れば突吉羅、食咽する每に突吉羅、食の已りし時波逸提なり。 



r 二足食に足食想にて非殘食の嚼食峨食を與へて取るに任せば波逸提なり•足 

食に疑想にて.突吉羅なり、足食に非足食想にて.不犯なり。非時藥、七日 

蘩盡形壽藥を食せしめんとて持ち來れば突吉羅なり、彼の語により嚼瞰せんと 

て取れば突吉羅、食咽十る每に突吉羅なり。非足食に足食想なるは突吉羅、非足 

85食に疑想なるは突吉羅、非足食に非足食想なるは不犯なり。 

三•殘食法をなさしめて與ふ、殘食法をなさしめて食せとて與ふ、他人の爲に持 

ち行けとて與ふ、病者の殘りを與ふ、非時藥ゼ日藥、盡形壽藥を因緣ありて食せよ 

と與ふ、擬狂者、最初の犯行者は不犯なり。 

波逸提三七 

その時佛世尊は王舍城、迦蘭陀竹林園に在しき。その時王舍城に山上祭あ 

り、十七群比丘は山上祭を見Mとて行けり、諸人十七群比丘を見て沐浴せしめ油 

を塗らしめ、食せしめて嚼食を與へたり。十七群比丘は嚼食を持して僧園に歸 

り六群比丘にかく語れり、『友、嚼食を取りて食せよ〇「友、汝等何處にて嚼食 
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を得たるや」と。十七群比丘は六群比丘にかの由を語れり、「やょ友汝等非時 

に食を取りしか」。『然り、友」と。六群比丘は譏嫌非難せり、「何ぞ十七群比丘は非 

時に食を取るや」と。かくて六群比丘は諸比丘にこの事を語れり。諸比丘の中 

少欲なる者譏嫌非難せり、『何ぞ十七群比丘は非時に食を取るや」と。彼の諸比 

丘世尊にこの事を白せり、「諸比丘、汝等實に非時に食を取るや」。『實なり、世尊」 

沸世尊呵責したまへり、「愚人、汝等何ぞ非時に食を取るや、愚人、これ未信者 

をして信ぜしめ…乃至…諸比丘、汝等當に是の如くこの學處を誦十べし 

何乳の比丘と雖も非時に嚼食或は瞰食を食す仇ば波逸提なリ」と 

861 |丨一 「何れの」とは.意味さる、比丘なり。 

「非時」とは日中を過ぎて〔翌日の〕天明に至るまでを云ふ。 

「嚼食」とは.「敞食jとは……肉なり。 

r食せん」とて取れば突吉羅、食咽する每に波逸提なり。 

二非時に非時想にて嚼食、嗽食を食十れば波逸提なり、非時に疑想にて.非 
時に時想にて……波逸提なり。非時羯七日禹盡形壽薬を食せんとて取れば突 

〇 



ハ 

吉羅、食咽する每に突吉羅なり。^に非時想なるは突吉羅、時に疑想なるは突吉 

羅、時に時想なるは不犯なり。 

三非時藥、七日藥、盡形壽藥を因緣ありて食十、癡狂者、最初の犯行者H:不犯なり 

波逸提三八 

一 その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時具壽阿難の師たる 

具壽べーラッタシーサは阿蘭若に住せり。彼乞食を行じて乾飯を得て園に持 

ち歸り、乾かしめて貯藏し、食を欲十る時は水に浸して食し〔日々に行乞せず〕久し 

く經ては村に入りて乞食せり。諸比丘具壽べーラッタシーサにかく言へり、『友、 

汝何が故に久しく經て村に入りて行乞するや」と。その時具壽べーラッタシ— 

サは諸比丘にこの事を語れり、『やょ、^汝は貯藏せる食物を食するや」と。諸 

比丘の中少欲なる者.非難せり、『何ぞ具壽べーラッタシーサは貯藏せる食 

物を食するや」と…乃至…『ベーラッタシーサ、汝實に……食するやJ0『實なり、世 

尊」。佛世尊呵責したま•へり、『ベーラッタシーサ、汝何ぞ貯藏の食物を食する 

波逸提三八 
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や、ベーラ タシーサ、これ未信者を信ぜしめ…乃至…諸比丘、汝等當に是の 

如くこの學處を誦すべし- 

何7Jtの比丘と雖も貯藏せし嚼食或は敬食を食すStば波逸提なy」と。 

二—一 『可れの」とは……意味さる、比丘なり。 

rib藏」とは今日得たるを明日食十るなり。 

f爵拿とは...『瞰拿とは.肉なり。 

f食せん」とて取れば突吉羅、食咽する每に波逸提なり。. 

二 ib藏に貯藏想にて嚼食若しくは敞食を食すれば波逸提なり、貯藏に疑想に 

て.貯藏に非貯藏想にて.波逸提なり。非時藥、七日藥、盡形壽藥を食せん 

とて取れば突吉羅、食咽する每に突吉羅なり。非貯藏に貯藏想なるは突吉羅、非 

貯藏に疑想なるは突吉羅、非貯藏に非貯藏想なるは不犯なり。 

三時藥を時中貯えて食す、非時藥を非時中貯えて食す、七日藥を七日貯えて食 

す、盡形壽藥を因緣ぁりて食十、擬狂者、最初の犯行者は不犯なり。 



波逸提三九 

I その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時六群比丘は美味の 

食を自らの爲に乞ひて食せり。諸人……非難せり、『何ぞ沙門釋子美味の食を… 

…食するや、何人かよく調理されたるを好まざる、何人か甘きを喜ばざる」と。^ 

比丘この諸人の.非難十るを聞けり。諸比丘の中少欲なる者.非難せり、 

88『何そ六群比丘は.食するやjと…乃至…「諸比丘、汝等實に‘.食するや」。「實 

なり世尊」。佛世尊呵實したまへり、『愚人、何ぞ汝……食するや、愚人、これ未信者 

をして信ぜしめ…乃至…諸比丘、汝等當に是の如くこの學處を誦ナベし_ 

是の如きは美味の食なり、卽ち酥、生穌、油、蜜、砂糖、魚、肉、乳、凝乳なり、何れの比丘 

と雖も是の如き美味の食を自らの爲に乞ひて食すれば波逸提なり」と。 

世尊により諸比丘の爲に是の如くこの學處は制せられたり。 

二その時諸比丘病となれり。看病比丘は病比丘に斯く言へり、「友、堪え得 

るや否や、過し得るや否やJ。『友、前には我等自らの爲に美味の食を乞ひて食せ 

りこれによりて我等安樂な：^き、然るに今や世尊によりて制せられたりと畏K 
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して乞はず、この故に我等安樂ならず」と。世尊に 白せり。時に世尊この因 

緣にょり說法したまひ諸比丘に日へり、『諸比丘、病比丘には美味の食を自ら 

の爲に乞ひて食ナるを聽す、諸比丘、汝等當に是の如くこの學處を誦すべし 

是の如きは美味の食なリ、卽ち隊、生餘、油、蜜、砂糖、魚、肉、乳、凝乳なリ。何^の比 

丘と雖も無病にして是の如き美嗦の食を自らの爲に乞ひて食す机ば波逸. 

提なy」と。 

三i一 『是の如きは美味の食なり」とは、『穌」とは牛酥或は山羊酥或は水牛の酥 

等ぞの肉が淨肉なるもの、酥なり。『生Pとはこれ等のもの、生酥なり。『油jと 

はティラ油、サ—サパ油、蜜油、エーランダ油、獸油なり。『蜜jとは蜂蜜なり。【砂糖jと 

は甘蔗ょり作られたるを言ふ。『魯とは水中を行くもの、『肉」とはその肉の淨肉 

なるもの、肉を言ふ。『乳」とは牛乳或は山羊乳或は水牛乳等その肉が淨肉なる 

もの、乳なり。『凝乳」とはそれ等の凝乳なり。 

89r何れの」とは.意味さる、比丘なり。 

『是の如き美味の食」とは以上の如き美味の食なり。 



「無病」とは彼に美味の食無くとも安樂なるなり。 

『病者」とは彼に美味の食無くしては安樂ならざるなり。 

無病者が自らの爲に乞へば乞ふ毎に突吉羅なり、得て食せんとて取れば突吉 

羅なり、食咽する每に波逸提なり。 . 

二無病に無病想にて美味の食を自らの爲に乞ひて食すれば波逸提なり、無病 

に疑想にて.無病に病想にて…：•波逸提なり。病に無病想なるは突吉羅、病 

に疑想なるは突吉羅、病に病想なるは不犯なり。 

三病者、病にて乞ひ無病となりて食す、病者の殘を食す、親里Q也のに恣に取れ 

と與へられしものより〔取るM人の爲に、自己の財により、癡狂者、最初の犯行者は 

不犯なり。 . 

波逸提四〇 

f その時佛世尊は毘#T離の大林重閣講Iに在しき。その時一比！！：f一切粦掃 

者として墓處に住せり。彼は諸人より與へられたるを受くるを欲せざりき。 

波逸提四〇 . lpg 



彼は墓處樹下、及び窓枠等に於ける先祖への供物を自ら取りて食せり。諸人… 

…非難せり、『可ぞこの比丘は我等の祖先への供物を自ら取りて食十るやこの 

比aは長老？<墜身者にして實に人肉を食十」と。諸比丘彼の諸人の……非難十 

るを聞けり。諸比丘の中少欲なる者：：••非難せり、「何ぞ比丘，與へられざる 

食を口邊に著くるや」と…乃至…【比丘、汝實に與へられざる食を口邊に著くる 

や」。『實なり、世尊j。佛世尊呵賓したまへり、【愚人、汝何ぞ與へられざる食を口 

邊に著くるや、愚人、これ未信者をして信ぜしめ…乃至…諸比丘、汝等當に是 

の如くこの學處を誦すべし— 

可れの比丘と雖も與へられざる食を口邊に著くれば波逸提なり」と 

世尊により諸比丘の爲に是の如くこの學處は制せられたり。 

二その時諸比丘水及び楊枝に於て畏愼せり。世尊に……白せりf諸比丘 

水と揚枝は自ら取りて用ふることを聽十、諸比丘、汝等當に是の如く>•の學處 

を誦すべし—— 

可仇の比 一Hと£gも與へら仉ざる <4物a:口幻に著く仇ば水と松枝を除きて 



波逸提なy」と。 

三1一 「何れの」とは.意味さる、比丘なり。 

『與へられざる」とは受け取られざるものを言ふ。 

r與へられたる」とは手づから或は器物にょり或は投げて與へられたるものを 

申手內に立つものが或は手づから或は器物にょり受け取る、これを與へられた 

るものと名づく。 

『食物」とは水と楊枝を除きあらゆる食咽し得べきもの、これを食物と名づく。 

「水と楊枝を除き」とは水と楊枝とを除外十るなり。食せんとて取れは突吉羅、 

食咽ナる每に波逸提なり。 

二 不受に不受想にて與へられざる食物を口邊に著くれば水と楊技とを除き 

て波逸提なり。不受に疑想にて……不受に受想にて.波逸提なり。受に不 

受想なるは突吉羅、受に疑想なるは突吉羅、受に受想なるは不犯なり。 

三 水と楊枝とに於ける、四種の大汚物を因緣ある時、因緣なく淨法をなして自 

ら取りて用ふ、，M狂者、最初の犯行者は不犯なり。 

波逸提四〇 一四三 



Pacittiya 41-50波逸提は四一〜五〇 

ラギヨウ 

□? SC: Bhikkhu Vibhanga, Pacittiya 41:Acelaka 裸开多 

經分別(大分別} 

第四食品 

そ•の攝頌 

施食、別衆、數〔數r餅、二の足食 

非時、貯藏、乳、楊枝、これ十な り 
〇 
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波逸提 四B 
.一その時佛世尊はの’為記is,在しき。その時僧伽に嚼食 

多量にありき。時に具壽阿難は世尊にこの事を白せり、『然らば阿難殘飯食 

者に餅を與へよ」。『世尊、是の如しjと具壽阿難は世尊に諾ひたてまつりて、殘飯 

食者を列を作りて坐せしめ、各々一個の餅を與へたる時一遍行外道女に一個と 

思ひて二個の餅を與へたり。傍の遍行外道女等彼の女にかく言へり、『かの沙 

は汝〇愛人なり」。『かの沙門は我が愛人に非ず、一個と思ひて二個の餅を興へ aj 
0— 

たるなりjと。二度…乃至…三度具壽阿難は一個づ•つの餅を與ふる時かの遍行 

外道女に一個とSひて二個の餅を與へたり。傍の遍行外道女はかの女にかく 

4 



言へり、『かの沙門は 與へたるなり」と。【かくて〕愛人なり、愛人ならず 

と靜へ 

邪命外道も亦分食に來れ 比丘多くのPをつけてかの邪命士に大 

なる國食を.與へたり。かくてかの邪命士かのM食を持して歸れ 邪命士 

かの邪命士にいはく、『友、汝何處にて幽食を得たり•や」。『友、かの沙門瞿曇禿 

頭居士の分食にて得たるなり」と。 

優婆塞等かの邪命士等のこの會話を聞け て彼等世尊の御許に到り、 

禮拜して一方に坐せり。一方に坐し巳りて彼等俊，婆塞は世尊にかく言へり、 

「世尊、かの外道等は佛を辭謗せんとし法を緋謗せんとし僧衆を緋謗せんと十 

るなり、願はくば世尊、諸大德は外道に手づから與ふること勿れ」と。時に世尊 

かの優婆塞等に說法もて訓誡……歡喜せしめたまへり、かくて諸優婆塞は世尊 

の說法により.歡喜して座より起ち世尊を禮拜し右遶して去れ 時に世 

尊この因緣にょりて說法したまひ諸比丘に日へり、『諸比丘、然らは我諸比丘 

の爲に十利を以ての故に學處を制せん、傲を攝十る爲に、僧の{女樂の爲に…乃至 
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…正去久住の爲に、律を愛mする爲に、諸比丘、汝等當に是の如くこの學處を誦 

十べ 

何机の比Eと雖も稞形外道或は遍行外道男或は遍行外道女に手づから嚼 

食叉は瞰食を與ふ机ば波逸提なリ」と。 

一 『可れの」とは……意味さる、比丘な 0 

【裸形外道」とは遍行者として出家し裸形なる者を言ふ。『遍行外道男」とは比丘 
遍行外道女」とは比丘尼及'パ 及び沙彌を除き遍行者として出家せるものな 

0 

沙彌尼を除き遍行者として出家せるものな 
〇 

’爵食」とは五種瞰食、楊枝、水を除き殘餘の硬食な 
C 

『嗽食」とは五種の軟食たる飯、粥'敵、魚、肉な 
hv 

0 

f與ふれば」とは身或は器物にょり或は投け與ふれば波逸feな 
〇 

外道に外道想^て手づから嚼食或は1®:食を與ふれば波逸提なり外道に疑 
想C■て…、…外道に非外道想にて.波逸提なり。水、揚枝を與ふれば突吉B維な 

〇 非外道に外道想^るは突吉羅、非外道に疑想なるは突吉羅、非外道に非外道 
6 



想なるは不犯なり。 

三與へしめて與へず、置きて與ふ、外傷用の塗藥を與ふ、癡狂者、最初の犯行者は 

不犯なり。 

波逸提四II 

その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時具壽跋難陀釋子は 

同學の共住比丘にか 、『来れ、友、我等村に入りて乞食せん」と。〔而もM 

の比丘には與へしめずして『行け、友、我汝と共に語り或は坐して悅樂なし、我一 

93人にて語り又は坐するを快と十」とて去らしめたり。時にかの比丘食時近づき 

乞食を行ずること能はず、又歸りて食を取るにも間に合はずして食を絕てり、か 

くてかの比丘園に到りて諸比丘にこの事を語れり。諸比丘の中少欲なる者… 

…非難せり、『何ぞ具壽跋難陀釋子は比丘に『來れ、友、村に入りて乞食せんjと言 

ひて〔共に行1彼に與へしめずして……とて去らしむるや」と…乃至…『跋難陀、 

汝實にit丘炙……去らしむるや」。【實なり、世尊」。佛世尊、呵責したまへり。『愚人• 

波逸提四一 

JA 



汝可ぞ比丘^……去らしむるや、愚人、これ未信者をして信ぜしめ…乃至…諸 

比丘、汝等當に是の如くこの學處を誦寸べし^^^ 

&九の比丘と雖も〔他芘丘に『來饥友、村又は町に乞食に入らん」と〔語yて50 

仇出し〕て彼に〔施食を〕與へしめ或は與へしめずして去らしめん「行け友 

汝と語y或は坐するは我ゞが快とせざるところ我はたじ一人にて語y或は 

坐するを快とす」と、か、る理由にそ作し他に非ざれば波逸提なリ」と。 

11丨一 『何れの」とは.意味さる、比丘なり。 

『比丘に」とは他比丘になり。 . 

f來れ友、村又は町に」とは作も町も市も及び村と町とをも言i 

『彼に與へしめ」とは粥或は嚼食或は嗽食を與へしむるなり。『與へしめずして」 

とは可物をも與へ^^めざるなり 

r去らしめん」とは婦女と樂しみ遊ばんと欲し秘密に坐せんと欲し、非法行をな 

さんと欲して『友、行け……快と十」とて去らしむれば突吉羅なり、見處或は聞處 

を去れる時は突吉羅、去り已りて波逸提なり。 



94 
rか、る理由にて作し也に非ざれば」と(1他に何等の去らしむる理由なきな 

二 受具者に受具者想にて去らしむれば波逸提なり、受具者に疑想にて I I 11 づ /V —一一づ rny > -3 I 113- JJ l kAV /V 

具者に未受具者想にて去らしむれば波逸提なり、他の罪を出十は突吉 
Ac ^ ^ t ，一 tl、 p 〆 PJ ) IrklJ/rI 1 tK4 / ^-^、n三 \ i JJ i Irk r 1 i 111 lf*£j # _ o1/ Jv」 

受 

羅な り o 

未受具者を去らしむるは突吉羅なり、罪を出十は突吉羅な り 未受具者に受具 

者想なるは突吉羅、未受具者に.疑想なるは突吉羅、未受具者に未受具者想なるは 

突吉羅な り 〇 

三 一人一所にては「支へ〕行かずとて去らしむ、高價なる物を昆、彼、貪欲心を起す 

べしとて去らしむ、婦女を昆、彼、不快を起寸べしとて去らしむ、病者或は留守者或 

は守精舍人に粥或は硬軟の食を持ち行けとて去らしむ、非法行をなさんと欲す 

るに非ずして用事ありて去らしむ、111狂者、最初の犯行者は不犯な 〇 

波逸提四三 

その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき◦その時具壽跋難陀釋子は 

俗友の家に到りてその婦と共に寢室にて坐せり。その時かの夫具#跋雜陀釋 

〇 



子の許に到りて挨拶し一方に坐せり。一方に坐し已りてかの夫は妻にかく言 

へり'『尊師に食を與へょ」と。かくてかの婦は具壽跋難陀釋子に食を與へたり 

時にかの夫は具壽跋難陀釋子にかく言へり、「大德行きたまへ、食の與へられた 

る上は」と。その時かの婦はその夫の欲念を起せることを知りて具壽跋雜陀釋 

子にかく言へり、「大德、坐し給へ、行く>と勿れ」と。再びかの夫は…乃至…三 

度かの夫2壽跋難陀釋子に.：•： 5られたる上f。三度かの婦は具壽跋 
難陀に.行くと勿れ」と。その時かの夫は出で行きて諸比丘を【跋難陀^-對 

して〕腿譏せしめたり'『諸大德、かの尊者跋難陀は我が婦と共に寢室に坐し'我 

により去らしめらる、に行かんと欲せず、我等は所作多く多忙なるなり」と，諸 

比-ェの中少欲なるもの.：…非難せり、『何ぞ具壽跋難陀釋子は食事中の家に立 比丘の中少欲なるもの.：…非難せり'『何ぞ具壽跋難陀釋子は食事中の家に立 

ち入りて坐を占むるや」と…乃至…『跋難陀、汝實に食事中の.占むるや-.『實 

なり、世尊/佛世尊呵責したまへり、『愚人' 汝何ぞ食事中の，.坐十るや、愚人、 

これ未信者をして信ぜしめ…乃至…諸比丘、汝等當に是の如くこの學處を誦 

ナベ 



何仇の比丘と雖も食事中の察に立ち入リて坐を占む机ば波逸提なリ」と。 

ニーー 『何れの」とは.意味さるゝ比丘なり。 

『食事中の家」とは女人と男子居り、女人及び男子共に出で来らず、共に欲念を離 

れざるなり0 :. 

r立ち入りて」とは這入り込みてなり。 

『坐を占むる」とは大屋に於ては戶口ょり舒手して及ぶ處を去りてfそれょり中 
@ 

に入り〕坐を占むれば波逸提なり。小屋に於ては〔中央の〕ビッティヴンサを越え 

て坐十れば波逸提なり。 

二寢室に寢室想にて食家中に立ち入りて坐を占むれば波逸提なり、寢室に疑 

想にて 寢室に非寢室想にて 波逸提な 非寢室に寢室想なるは突吉 

羅、非寢室に疑想なるは突吉羅、非寢室に非寢室想なるは不犯なり。 

三大屋にて戶口ょり舒手して及ぶ處を去らずして坐す、小屋にてビッティヴ 

ンサを過ぎずして坐す、他比丘のある時、f男女〕兩者が去り或は欲念を離る、時、 

寢室に非ず、癡狂者、最初の犯行者は不犯なり。 



波逸提四四 

I その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時跋難陀釋子は俗友 

96の家に到り、その婦と共に秘密に屛處に座を占めたその時彼の夫譏嫌非雛 

せり、「何ぞ尊者跋難陀は我が婦と共に秘密に屛處に座を占むるや」と。諸比丘 

彼の人の.非難するを聞けり。諸比丘の中少欲なる者.非難せり「何ぞ 

具壽跋雛陀釋子は女人と共に秘密に屛處に座を占むるや」と…乃至…「跋難陀、 

汝實に女人と共に.占むるや」。iなり、世尊」。佛世尊呵責したまへり、「愚人、 

汝何ぞ女人と共に.占むるや、愚人、これ未信者をして信ぜしめ…乃至…諸 

比丘、汝等當に是の如くこの學處を誦すべし—— 

何机の比丘と雖も女人と共に秘密！！屏處に坐す机ば波逸提なリ」と。 

二I一 「何れの」とは.意味さる、比丘な^:V。 

「女人」とは人女にして夜叉女•鬼女•畜生女に非ず、人女は始生の女人をも云ふ、况 

んや長大をや。 



97 ハ 共に」とは一所になり 〇 

『秘密」とは見秘密、聞秘密あり、見秘密とは目に手をかざすも或は眉上げられ、頭 

上げらる、も見得ざるなり。聞秘密とは常語の聞き得ざるなり。 

「屛處」とは或は壁或は敷物或るは圍幕、或は木或は柱、或は袋等何物かにて覆は 

る、なり 0 

「坐す」とは女人の坐する近くに比丘坐し或は臥すれば波逸提なり、比丘坐する 

近くに女人坐し或は臥すれば波逸提なり、兩人坐し或は兩人臥すれば波逸提な 
0 

二女人に女人想にて祕密に屛處に坐すれば波逸提なり、女人に疑想にて 

女人に非女人想にて…：，波逸提なり。夜叉女、或は鬼女或は黃門或は畜生女の 

人形なると共に祕密に屛處に坐すれば突吉羅なり。非女人に非女人想なるは 

突吉羅、非女人に疑想なるは突吉羅、非女人に非女人想なるは不犯なり。 

三何人か有知の男子の陪席者ある、立ちて坐せず、祕密に非ず見らるゝ處、放心 

して坐す、擬狂者、最初の犯行者は不犯なり 〇 

J 



波逸提四五 

I その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時具壽跋難陀釋子は 

俗友の家に到り、その婦と共に獨りにて祕密に坐せり。その時かの夫.非難 

せり、「何ぞ尊者跋難陀は女人と共に獨りにて坐すや」と。諸比丘彼の人の.：... 

非難するを聞けり。諸比丘の中少欲なる者……非難せり、『何ぞ具壽跋難陀釋 

子は女人と共に獨りにて祕密に坐するや」と…乃至…「跋難陀、汝實に女人と… 

…坐するや」『實なり、世尊」。佛世尊呵責したまへり、「愚人、汝何ぞ.坐すや、 

愚人、これ未信者をして信ぜしめ…乃至…、諸比丘、汝等當に是の如くこの學 

處を誦すべし—— 

何仇の比丘とsiも女人と獨yにて秘密に坐す仇ば波逸提なリ」と。 

二「何れの」とは.意味さる、比丘なり。 

「女人」とは人女にして夜又女•鬼女•畜生女に非ず、有知にして善語惡語、矗語非蟲 

語を辨別し得る者なり。 



「共に」とは一所になり。 

『獨りにて」とd:一比丘と一女人なり。 

「祕密に」とは.聞き得ざるなり。 

「坐すjとは…〔波逸提四四、二參照、，祕密に屛處に』を『獨6にて』とKふ〕…最初の犯行者は不犯な 

h- 〇 

波逸提四六 

981 その時佛世尊は王舍城、迦蘭陀竹林園に在しき◦その時具壽跋難陀釋子の 

特信家跋難陀を食に請じ、他の比丘等をも食に請ぜり。時に具壽跋難陀釋子は 

食前に諸家を訪ねたり。時に比丘等は諸人にかく言へり、「賢者、食を與へょ」。 

「諸大德、尊者跋難陀の來るまで待ちたまへ」。二度かの比丘等は…乃至…三度 

かの比丘等は諸人にかく言へり、「賢者、食時の過ぐる前に食を與へょ」。三度 

「諸大德、我等は尊者跋難陀の爲に食を作る、諸大德、尊者跋難陀の來るまで待 

ちたまへ」と言へり。 

安龟是 34へ 一五五 



その時具壽W4麵陀釋子は食前に訪ねて日中になりて來れり。【爲に】諸比丘清 

足に食せざりた。諸比丘の屮少欲なるもの……非難せり、r何ぞ具壽跋難陀釋 

子は食の請待を受けながら食前に他家に詣るや」と…乃至…「跋難陀、汝贲に食 

の……詣るや」。「實なり、世尊」。佛世尊呵責したまへり、「愚人、汝何ぞ食の…… 

詣るや、傲人、これ未信者をして信ぜしめ…乃至…諸比丘、汝等當に是の如く 

この學處を誦すべし 

何れのitーェと雖も食の請待を受けながら食前に他家に詣れば波逸提なり. 

世尊により諸比丘の爲にこの學處は是の如く制せられたり。 

二その時具壽跋難陀釋子の特信家「尊者跋難陀に示して僧衆に與へらるべし卜 

とて僧衆の爲に嚼食を送れり。その時具壽跋難陀釋子は村に乞食に入り居れ 

り、時にかの〔使の〕諸人僧園に到りて諸比丘に問へり、「大德、尊者跋難陀は何處 

99なりや」。「賢者、かの具壽跋難陀釋子は村に乞食に入れり」。「大德、この嚼食を 

尊者跋難陀に示して僧衆に與へられよ」と。世尊にこの由を白せり。その時世 



尊この因緣にょりて說法したまひ諸比丘に13へり、「然らば諸比丘、受けて跋 

難陀の歸るまで藏すべし」と。時に具壽跋難陀釋子は「世尊は食前に他家に詣る 

を禁じたまへり」とて食後に他家に詣り日中に至りて歸り、Sに諸比丘〕嚼食を食 

®し得ざりき。諸比丘の中少欲なる者……非難せり、「何ぞ具壽跋難陀釋子は食 

後に他家に詣るやJと…乃至…「跋難陀、汝實に食後に……詣るや」。『實なり、世尊」 

佛世尊呵責したまへり、「愚人、汝何ぞ食後に……詣るやM人、これ未信者を 

して信ぜしめ…乃至…諸比丘、汝.等當に是の如くこの學處を誦すべし—— 

何れの比丘と雖も.食の請待を受けながら食前或は食後に他家に詣れば波 

逸提なり」と。 

世尊にょり諸比丘の爲に是の如くこの學處は制せられたり。 

三 その時諸比丘は施衣時に畏愼して他家に1STらざりき。t爲に〕衣の不足を生 

世尊に..…：白せり、「諸比丘、施衣時には他家に詣るを聽す、諸比丘 

誦すべし 

何れの比丘と雖も れは因緣を除き波逸提なり、茲に因緣とは施衣時、 



これ茲に云ふ因緣なり」と。 

世雜にょり.制せられたり。 

四 その時諸比丘作衣をなし針、糸、欽を欲せり◦〔而も〗諸比丘&愼して他家に^ 

らず、世浮に……白せり、「諸比丘、作衣時には他家に詣るを聽す、諸比丘……翻 

すべし- 

可れの比丘と雖も.詣らば31緣を除き波逸提なり、茲に因緣とは.施衣時 

作衣時、これ茲に云ふ囚緣なり」と。 

世尊にょり.制せられたり。 

五その時諸比丘病みて藥を欲せり' (而も〕諸比丘畏愼して.「諸比丘、同席 

の比丘に吿げて他家に詣ることを聽す、諸比丘、.誦ナべし 

何仇の比丘と雖も食の諝待を受けながら他比丘ある時彼に告ifずして食 

前或は食後に他^に詣饥ば因e5を除き波逸提なリ、茲に因^とは施衣時、作 

衣時、こ机玆に言ふ因綠なyjと。 

六—一 「何れの」とは.意味さる、比丘なり。 



「請待を受く」とは五正貪中の一食をもつて請待さる、なり 

1食の」とは請待されて食をもつて響應さる、なり。 

「他比丘ある時彼に」とは吿げて入ることを得るなり。「他比丘なき時」とは吿げ 

て入ることを得ざるなり。 

•「食前」とは請待されたる食を未だ食せざるなり。 

『食後」とは請待されたる食を草葉の端ほどにても食せるなり。 

「他家」とは刹帝利家、婆羅門家、吠舍家、首陀羅家の四家なり。「他家に詣る」とは一 

家の擲石所及所に入れば突吉羅、一脚が門を過ぐれば突吉羅、第二脚が過ぐれば 

波逸提なり。 

「因緣を除き」とは因緣を除外するなり。『施衣時」とは迦締那衣式の行はれざる 

時は雨期後ーヶ月、迦締那衣式の行はれたる時は五ケ月なり。「作衣時」とは衣を 

作れる時なり。 .._ 

二請食に請食想にて同席の比丘に吿げずして食前食後に他家に詣れば因緣 

.を除き波逸提なり。請食に疑想にて.請食に非請食想にて.波逸•提なり 



m非請食に請食想なるは突吉羅、非請食に疑想なるは突吉羅、非請食に非請食想な 

るは不犯なり。 ❿ 

三因緣に於て、他比丘ある時彼に吿げて入る、他比丘なく吿げずして人る、他家 

によりて道ある時、家の附近を通じて道ある、村落の中間を行く、比丘尼住處に行 

く、外道の臥處に行く、パティ 

者，最初の犯行者は不犯なり 

ナ堂に行く、請食せる家に行く、事故の時、•擬狂 

波逸提四七 マ 
|•丄その時佛世尊は2國き•髮#城摩#1-ぼに在しき。その時釋摩 

M-ナ^4に藥の多量あり。摩訶男は世尊の御許に到り、世尊を禮拜して一方に坐せ 

り。一方に坐し已れる釋摩M男は世尊にかく白せり、「世尊、我四ヶ月藥を以 

て倌衆を^!!恣請せんと欲す"-0「善い哉、善い哉、摩M男、然らば汝四ヶ月藥を以て 

僧衆を自恣請すべし」と。m比丘畏愼して〔これを〕受けず、世尊にこの事を白せり、 

，諸比丘、四月藥資具請を受くるを聽す」と。 



二その時諸比丘釋摩訶男に少しく藥を請へり。尙釋摩訶男に藥の多量あり。 

二度釋摩訶男は世•尊の御許に到り……白せり、「世尊、我更に又四ヶ月藥を以 

て佾衆を自恣誚せんと欲す」。「善い哉善い哉摩訶男' 然らは汝更に四ヶ月藥を 

以て僧衆を自恣請せょ」と。諸比丘3K愼して受けず、世尊に……白せり、「諸比乓 

重請を受くることを聽す」と。 

三 その時諸比丘釋摩訶男に尙少量の藥を請ひ、同じく摩訶男に藥の多量あり、 

职三度釋摩訶男は世尊の御許に到り……白せり、「世餺、我終生藥を以て僧衆を 

自恣請せんと欲す」。「善い哉善い哉、摩訶男、然らは汝終生藥を以て俏衆を自恣 

請すべし」と。諸比丘畏愼して受けず、世尊に……白せり、「諸比丘、常施請を受 

くることを聽す」と。 

四.その時六群比丘は內衣を著け上衣を纒ふこと正しからず、威儀整はず。釋 

摩訶男言へり、「大德、尊師等何が故に內衣を著け、上衣を纏ふこと正しからず' 

威儀整はざるや、出家は內衣を著け、上衣を纏ふこと正しく威義整ふべきに非ず 

や」と。〔これを聞1六群比丘は釋摩訶男に怨恨を生ぜ て六群比丘等謂 
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へらく、「何の}便によりてか我等釋摩訶男を困惑せしむるを得ん」と。時に六4 
群比£かく謂へり、「友よ、摩訶男は藥を以て衆僧を自恣請•す、いざ友、我等釋 

摩^男に酔を乞はん」と。かくて六群比丘は釋摩M男の許に至りてかく言へり 
賢者、ード—ナ量の酥を欲す」。「大徳、この月夜待ちたまへ、諸人酥を持ち運ぶ 

ベく牛舍に行けり、明早朝持ち行き給へ」と。二度.三度六群比丘は釋摩tpn男 

に.寺たれよ」。「賢者、卿は與ふる意なくして自恣誚せるや、卿は自恣請して 

與へす」と。その時釋摩J男は譏嫌非難せり、『何ぞ大德等は『この月夜は■待ちた 

まへ』と言はれて待たざるや」と。諸比丘釋摩訶男の.非難するを聞けり。諸 

比丘の中少欲なる者……非難せり、「何ぞ六群比丘は釋摩訶男に『大德、この月 

夜は待ちたまへ』と言はれて待たざるや」と…乃至…。「諸比丘、汝等實に釋摩詞 

男C.寺たざるや」。「實なり、世尊」。佛世尊呵責したまへ4)、「愚，人、何ぞ汝等 

釋摩訶男に‘…：待たざるや、愚人、これ未信者をして信ぜしめ…乃至…、諸比丘、 

汝等當に是の如くこの學處を誦すべし 

無病比丘は四月藥資具15を受くべし、頁請、常請を除き若しそ饥を51ぎて受 



く/Itば波逸提なy」と。 

1111 「無病比丘は四月藥資具請を受くべし」とは病資具の自恣請を受くべき 

ことなり。 

「更請をも受くべし」とは「我病氣となれる時は乞ふべし」とて受くべきなり、「常 

請をも受くべし」とは「我病氣になれる時は乞ふべし」とて受くべきなり。 

『若しそれを過ぎて受くれば」とは請の藥に限齊ありて夜に限齊なきものあり 

請の夜に碱齊ありて藥に限齊なきものあり。請の藥に限齊あり、又夜に限齊あ 

るものあり。請の藥に限齊なく又夜に限齊なきものあり。「藥に限齊あり」とは 

藥をとりて「是々の藥を以て我施與せん」となすなり。「夜に限齊あり」とは夜をと 

りて「是々の夜に於て我施與せん」となすなり。「藥に限齊あり、又夜に限齊あり」と 

は藥及び夜をとり「是々の薬を以て是々の夜に於て我施與せん」とするなり。「藥 

に限齊なく、又夜に限齊なし」とは藥も亦夜もとらざるなり。 

藥に限齊ある時は請せられたる藥を除き他の薬を乞へば波逸提.なり、夜に限 

齊ある時は請ぜられたる夜を除き他の夜に於て乞へば波逸提なり、藥に限齊あ 

波逸提四七 一六三 

0 



广• 

り又夜に限齊ある時は請ぜられたる藥を除き、請ぜbれたる夜を除％他の藥を 

&の夜に於て乞へは波逸提なり、藥に限齊なく夜に限齊なき時は不犯なり。 

二藥の用なくして藥を乞へば波逸提なり、一の藥を用するに他の藥を乞へば 

波逛提なり。それを過ぎて過想にて藥を乞へば波逸提なり、それを過ぎ疑想に 

て……それを過ぎ不過想にて……波逸提なり。それを過ぎざるに過想なるは 

突吉羅、それを過ぎざるに疑想なるは突吉羅、それを過ぎざるに不過想なるは不 

犯なり。 

三請fられたる藥ありてその藥を乞ふ、請ぜられたる夜ありてその夜に於て 

104-乞ふ、，「我等は汝により是等の藥を以て請ぜらるも我等はこれくの藥を用す」 

と吿げて乞ふ、「我等•は汝等により請せられたる所のその夜を過ぎて藥を用す 

と吿げて乞ふ、親里のもの、自恣請せるもの、他人の爲に、自己の財により、擬狂者、 

最初の犯行者は不犯なり。 

波逸提四八 



I その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時拘薩羅王波斯匿軍 

隊を率ゐて出征せり。六群比丘は出征の軍隊を觀んとして行けり。拘薩羅、王 

波斯匿は六群比丘の遠方ょり來れるを見たり。見已りて使を送りて言へり、「大 

德、尊者等何が故にこ、に来るや」。「大王、我等は大王に見えんと欲す」。『大德、 

何ぞ我を見んが爲ならん、戰を〔觀るを〗悅ぶ故なり、尊者等寧ろ佛を見るべきに非 

ずや」と。諸人……非難せり、「何ぞ沙門釋子等出征の軍隊を觀んとして來るや’ 

我等にとりても得る所なく益する所なし、而も我等は生活の爲、子女の爲に軍隊 

に來れるなり」と。•諸比丘彼の諸人の……非難するを聞けり。諸比丘の中少欲 

なる者……非難せり、「何ぞ六群比丘は出征の軍隊を觀る爲に到るや」と。諸比 

丘世®:にこの事を白せり、「諸比丘、汝等實に出征の軍隊を觀んと^て到るや」。 

.實なり、世尊」。佛世尊呵責したまへり、「愚人、汝等何ぞ出征の軍隊を觀んとし 

て到るや、愚人、これ未信者をして信ぜしめ…乃至…諸比丘、汝等當に是の如 

くこの學處を誦すべし- 

何れの比丘と雖も出征軍を•觀る爲に行けば波逸提なり」と。 

波逸提四八 



世尊によりて諸比丘の爲にこの學處は是の如く制せられたり。 

105二 その時一比丘の叔父軍中にて病めり、彼この比丘の許に使を送れり、「我軍 

中にて病む、大德來れ、我大德の來るを欲す」と。その時かの比丘謂へらく、「世尊 

はW正軍を！る爲に行くべからずと學處を制したまへり、而も我がこの叔父軍 
I 〆 

中に_む、K如可になすべきや」と。世尊にこの事を白せり。その時世尊この因 

.緣によりて說法したまひ諸比丘に日へり、「諸比丘、然るべき理由あれば軍中 

に行くことを聽す、諸比丘、汝等當に是の如くこの學處を誦すべし 

何仇の比丘と雖も出征SをMる爲に行けば然るべき理由あるを除き波逸 

提なリ」と0 

三1一 「何れの」とは.意味さる、比丘なり。 

r出征軍」とは村より出發し或は屯營し或は行進せるものなり。「軍」とは象軍、馬 

軍、車軍、步軍なり、十二人がj象軍'三人が一馬軍、四人が一車軍、四人が手に武器を 
窄 » 

持てるが一步軍なり。觀る爲に行けば突吉羅、そこに立ちて見れば波逸提な公、 

見所を去りて1所に行1復々見れ^皆)波逸提なり。 
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「然るべき理由あるを除き」とは然るべき理由あるを除外するなり 

二 出正に出征想にて見る爲に行けは然るべき理由あるを除き波逸提なり、出 

征に疑想にて……出征に非出征想にて……波逸提なり。一人々々を見る爲に 

行くは突吉羅なり、そこに立ちて見れは突吉羅なり、見所を去りて復々見れば突 

吉羅なり。非出征に出征想なるは突吉羅、非出征に疑想なるは突吉羅、非出征に 

非出征想なるは不犯なり。 

三僧園に立ちて見る、比丘の立處、或は坐處或は臥處に〔軍の〕來る時、前の逍を行 

きつ、見る、然るべき理由ある、事故の時、癡狂者、最初の犯行者は不犯なり。 

波逸提四九 

一 その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時六群比丘は所用あ 

りて軍中に到り、三夜を過ぎて軍中に止宿せり。諸人.非難せり、「何ぞ沙門 

釋子軍中に止宿するや、我等にとりても得る所なく又益する所なし、我等は生活 

の爲、子女の爲に軍中に住するなり」と。比丘等かの諸人の.非難するをKけ 

波逸提四九 一六七 



-^ 

り。諸比丘の中少欲なる者.非難せり、「何ぞ六群.比丘は三夜を過ぎて取中 

に止住するや」と…乃至…「雖比丘、汝等實に三夜を過ぎて軍中に止★住するや」 

.實なり、世尊」。佛世尊呵責したまへり、「愚人' 汝等何ぞ三畚を過ぎて取中に止 

住するや、愚人、これ未信者をして信ぜしめ…乃至…諸比丘、汝等當に，是の如 

くこの學處を誦すべし- 

又彼の比丘に罩中に到るべき何等かの因縁あらんに彼の比丘二夜三夜〔を 

限y〕s中に止宿すべし、若しそれを過^て止宿せば波逸提なリ」と。 

二1一「又皮の比丘に軍冲に到るべき何等かの因緣あらんに」とは因緣あり^ 

用あらんになり。 

「彼の比丘二夜三夜軍中に止宿サベし」とは二三夜止宿すべきなり。 

「若しそれを過ぎて止宿せば」とは第四日の天明時に於て軍中に住すれば波逸 

提な 

三夜を過ぐるに過想にて軍中に止宿せば波逸提念り、三夜を過ぐるに疑想 

にて.三夜を過ぐるに以下想にて.波挽：提なり、三夜以下に過想なるは突 

% 



吉羅、三夜以下に疑想なるは突吉羅、三夜以下に以下想なるは不犯なり。 

三二三夜止宿す、二三夜以下止宿す、二夜止宿して第三夜の天明以前に去りて 

又〔來りてj止宿す、病にて止宿す、病者の所用にて止宿す、軍が敵軍の爲に函まれた 

107る時、何等かの障難ある時、事故に於て、il狂考最初の犯行者は不犯なり。 

波逸提五〇 

I その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時六群比丘、二夜三夜 

班中に止宿して、合戰•列兵.配兵•閲兵〔を見〕に行けり。六群比丘の一人合戰に到り 

て矢に射られたり。諸人はかの比丘を嘲笑せり、「大徳、善戰ありしや、尊師は 

幾許の標的を射得しや」と。彼の比丘諸人の爲に嘲笑せられて怒れり。諸人… 

…非難せり、「何ぞ沙門釋子演習を見る爲に行くや、我等にとりても得る所なく 

又益する所なし、我等は生活の爲，子女の爲に演習に行くなり」と。諸比丘かの諸 

人の……非難するを聞けり。諸比丘の中少欲なる者……非難せり、「何ぞ六群 

比丘は合戰を見る爲に行くや」と…乃至…「諸比丘、汝等實に合戰を見る爲に行 

波逸提五〇 



•くや」。「實なり、世尊」。佛世尊呵貴したまへり、「愚人、何ぞ汝等.行くや、f人、 

これ未信者をして信ぜしめ…乃至…諸比丘、汝等當に是の如くこの學處を誦 

すべし 

若し比丘二夜三夜軍中に止宿せる間に合戟或は列兵或はie兵或は閱兵に 

行けば波逸提なyjと。 

二—一 「若し比丘二夜三夜軍中に止宿せる間'に」とは二三夜止宿せる間になり 

「合戰」とは戰の示さる、處を云ふ。 

「列^とは多くの象軍多くの馬軍多くの車軍多くの步軍なり。 

『配兵」とは象軍はこゝに在れ、馬軍はこ、に在れ、車軍はこゝに在れ、步軍はこ、 

に在れと云ふなり。 

108「兵隊|とは象兵隊•馬兵隊•車兵隊•歩兵隊あり、三象は最少の象兵隊H馬は最少の 

馬兵隊、三車は最少の車兵隊、四人の武器を持てる步兵は最少の步兵隊なり。 

見る爲に行けば突吉羅なり、そこに立ちて見れば波逸提なり、見處を去りて〔他 

所に行き覆々見れば皆波逸提なり。一人々々を見る爲に行けば突吉羅、そこに 

〇 



立ちて見れば突吉羅、見所を去りて復見れば突吉羅なり。 

二 僧園中に立ちて見る、比丘の立處或は坐處或は臥處に來りて合戰が示され 

る、前の道を行く時見る、所用ありて行き見る、事故に於て、癡狂者、最初の犯行者は 

不犯なり。 

第五裸行品 

その攝頌 

餅、語、跋難陀の三、及び特信家、 

摩訶男、波斯匿、軍、射、これ十なり。 

波逸提五I , 
I その時佛世尊は支提國に遊行して跋陀越邑に往きたまへり。牧牛者、牧畜 

者、農夫、旅人等は世尊の遙かに來りた，まへるを見たり。見已りて世尊にかく白 

せり、「大德、世尊は了ンバティッタに行きたまふこと勿れ、大德、了ンバティ 

ッタにtt-編髮梵志の庵に恐るべき毒牙を有せる神通の龍住す、彼をして世尊を 

波逸提 



1a分sij(大分別) 

#せしむること勿れ」と。斯く言はれて世尊は默然としたまへり。二度…乃至 

…三度牧牛者•牧畜栽、農夫、旅人は世..尊に斯く白せり、『大德’世尊は了ンハテ 
ッタに……害せしむること勿れ」と。三度世尊は默然とした吱へり。かくて 〇 厶 力 て世 

尊±訴々に遊行したまr>て跋陀越邑に到り給へり。1はそこにて跋陀越邑 

§に住したまへり。その時具壽は了ンバティッタ編髮梵志の庵に®れり 

到り巳りて火舍に入り草の敷具を設けて結伽跌坐し—を直くし念を眞前に 

置きて坐せり。その時かの龍は具#娑伽陀の入るを見て悲しみて烟を出せり 

具壽娑伽陀も亦烟を出せり。その時かの龍は怒に堪えずして火焰を放てり 

具壽娑伽陀も亦火焰三昧に入りて火焰を放てり。かくて具壽娑伽陀はその火 

焰をもつてかの龍の火焰を伏して跋陀越邑に到れり。その時世尊は跋陀越邑 

に於て隨意の間住してts3«^彌に向ひて遊行に發ちたまへり。If賞彌の優婆塞 

は聞けり、「尊者娑伽陀はアンバティッタの龍と共に鬪へり」と。かくて世尊は 

靳々に遊行して僑賞彌に到りたまへり。時に橋賞彌の優婆塞等は世尊を奉迎 

したてまつり•て具壽娑伽陀の許に到れり。到り已りて具壽娑伽陀に挨拶をな 
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し二方に立てり。一方に立てる橋賞彌の優婆塞等は具壽娑伽陀にかく言へり、 

「大德、何物が尊師等に得難くして好ましきものなる、我等何物を調へんと。か 

く言はれて六群比丘は僑賞彌の優婆塞等にかく言へり、‘『賢者、力Iポーティ 

カーと名づく，る【酒〕は純浄にして比丘等に得難く又好ましきものなり、汝等これ 

を調ふべし」とC . 

かくて懦賞彌の優婆塞等は、家每に純淨なるカーポーティカーを準備し具壽 

娑伽陀の乞食に入り來るを見て娑伽陀にかく言へり、『大德、尊者娑伽陀は純 

淨なるカーボーティカ—を飲まるべし」と。かくて具壽娑伽陀は家每に純淨な 

るカーポーティカーを欽みて町ょり出づる時町の門口に仆れたり。その時世 

尊衆多の比丘と共に町ょり出でたまふ時具壽娑伽陀の町の門口に仆れたるを 

見たまひて諸比丘に日へり、「諸比丘、娑伽陀を持て」と。「是の如し、世尊」とて諸 

比丘は世尊に應へて具壽娑伽陀を僧園に連れ来りて世尊に頭を向けて橫へた 

り。その時具壽娑伽咜は身を轉じて世尊に足を向けて臥せり。その時世尊諸 

比丘に日へり、「諸比丘、先に娑伽陀は如来を敬ひ且つ從順なりしに非ずや」と。 



-分別(大分別) _I____ 

然り•世尊j。「諸比乓今娑伽陀は世尊を敬ひ且つ従順なりや、如何に」。「世—ら 

ずJ。「諸比丘、姿伽陀は了ンバティッタの龍と共に鬪ひしか」。「然り世尊」『諸上 

i'娑伽陀は今龍と鬪ひ得べきや、如何に」。「世尊、闘ひ得ず」。「諸比丘飲むへ 

きものを飲みて無意識となり得るや'如何に」。「然らず•世寧。—丘、姿伽陀は 

非なり、隨順行に非ず、威儀に非ず、沙門行に非ず、正に非ず、爲すべからざる所なり* 

諸比乓何ぞ姿伽陀は酒を飲むや、諸比丘、これ未信者をして信ぜしめ：•乃至 

…諸比沄、汝等當に是の如くこの學處を誦すべし 
# 

スラ— •メーラヤ〖酒HW飲むは波逸提なリ」と。 

ニーー「スラ—酒」とは小麥酒•餅酒•米酒.酵母酒，rれ等の〕合酒なり。 

rメーラヤ酒」とは花酒.果酒•蜜酒.甘蔗酒、合酒なり。 

「飲む」とはたとへ草葉の端ほどにても飲めば波逸提なり。 

二 _^酒想にて飮めば波逸提なり、酒に疑想にて.酒に非酒想にて飲めば 

波逸提なり。非酒に酒想なるは突吉羅、非酒に疑想なるは突吉羅、非酒に非酒想 

なるは不犯なり。 
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三rgに非ずして酒色•酒香•酒味あるものを飲む、羹を調理せるもの、肉を調理せ 

るもの、ティラ油を調理せるもの、t奄摩羅果汁、酒にあらざる酒精含有物を飲む、擬 

狂者、最初の犯行者は不犯なり。 

波逸提五二 

I その時佛世尊は舍衞城、祗樹給孤獨園に在しき。その時六群比丘十七群比 

丘を®にて櫟り笑はしめたり。彼の比丘氣絕し息をなし得ず死せり。諸比丘 

の中少欲なる者……非難せり、「何ぞ六群比丘は比丘を指にて櫟りて笑はしむ 

111るや」と…乃至…「諸比丘、汝等實に……笑はしむるや」。「實なり、世尊」。佛世尊呵 

實したまへり、「愚人、汝等何ぞ.笑はしむるや、愚人、これ未信者をして信 

ぜしめ…乃至…諸比丘、汝等當に是の如くこの學處を誦すへし 

指にて灤ることは波逸提なyjと。 

ニーー 『指にて櫟る」とは受具者が受具者を笑はしめんと欲して身にて身に觸 

れば波逸提なり。 
r-_——---.—I--- I— 

安^SE11 一七五 
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二 受具者に受具者想にて指にて櫟り笑はしむれば波逸提なり、受具者に疑想 

にて.受具者に未受具者想にて.波逸提なり。身にて〔衣服等〕身に著ける 

ものに觸れるは突吉羅、身に著けるものにて身に觸れるは突吉羅、身に著けるも 

のにて身に著けるものに觸れるは突吉羅なり。投げたるものにて身に觸れる 

は突吉羅、投げたるものにて身に著けるものに觸れるは突吉羅、投げたるものに 

て投げたるものに觸れるは突吉羅なり。 

，未受具者に身をもつて身に觸れるは突吉羅、身をもつて身に著けたるものに 

.身に著けたるものをもつて身に.身に著けたるものをもつて身に著け 

たるものに……投げたるものにて身に.投げたるものにて身に著けたるも 

のに……投げたるものにて投げたるものに觸れるは突吉羅なり。未受具者に 

受具者想なるは突吉羅、未受具者に疑想なるは突吉羅、未受具者に未受具者想な 

るは突吉羅なり。 

三 笑はしめる意なくして用ありて觸る、癡狂者、最初の犯行者は不犯なり。 



波逸提五三 

I その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時十七群比丘は了チ 

112ラヴティー河にて水中に戲れたり。その時拘薩羅國波斯匿王は摩利皇后と共 

に高樓上に在り。十七群比丘のアチラヴティー河に於て水中に戲る、を見、摩 

利皇后にかく言へり、「摩利、かの汝の供養を受くる者は水中に戧る」と。「大王、 

必ず世尊未だ學處を制したまはざるか、或は彼の諸比丘制せられたるを知らざ 

るなり」と。その時拘薩羅國波斯匿王謂へらく、「何の方便にょりてか我tf尊に 

吿げずして世尊かの諸比丘の水中に鼓る、を知りたまふらん」と。かくて拘薩 

羅國波斯匿王は十七群比丘を呼ばしめて大なる砂糖の塊を與へ、「大德、この 

糖塊を世尊に捧げ奉れ」と言へり。十七群比丘はかの糖塊を持して世尊の御許 

に到りてかく白せり、『世尊、拘薩羅國の波斯匿王この糖塊を世尊に奉れり」。 

「諸比丘、汝等何處にて王を見たるや」。「世尊、了チラヮティー河にて水中に戲 

れる時なり」と。佛世尊呵責したまへり、「愚人、汝等何ぞ水中に戯るるや、愚人、 

これ未信者をして信ぜしめ…乃至…諸比丘、汝等當に是の如くこの學處を誦 

波逸提五三 一七七 



經分別(夭分別'w_ . I_ 

すべし- 

水中にて嬉戲するは波逸提なリ」と。 

ニーー「水中にて嬉戲す」とは躁を越ゆる〔深さの〕水中にて嬉戲の爲に或は沈み 

或は浮び或は泳げば波逸提なり。 

二水中に嬉戲して嬉戲想なるは波逸提なり、水中に嬉戲して疑想なる.水 

中に嬉戧して非嬉戯想なるは波逸提なり。踝以下の水中にて遊ぶは突吉羅、船 

中にて遊ぶは突吉羅、手或は足或は杖或は砂にて水を打つは突吉羅なり。器中 
.に入れたる水或は®酸粥或は牛乳或は染汁或は少便或は泥等を弄べば突吉羅な 

り。水中に嬉Mせずして嬉戲想なるは突吉羅、水中に嬉戲せずして疑想なるは 

突吉羅、水中に嬉戲せずして非嬉戲想なるは不犯なり。 

113三嬉鼓の意なく所用ありて水中に人りて沈み或は浮び或は泳ぐ、彼岸に?Iり 

つ、或は沈み或は浮び或は泳ぐ、事故に於て、癡狂者、最初の犯行者は不犯なり。 

波逸提五四 
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そCD時佛世尊は！^國S1ン^i園に在しき。その時具壽闡陀非法行をな 

せり。諸it£はかく言へり、「友、闡陀、是の如きをなす勿れ、これ淨法に非ず」と 

彼はたゞ輕侮によつて對せり。諸比丘の中少欲^る者……非難せり、「何ぞ具 

壽闡陀は輕侮をなすや」と…乃至…「闡陀、汝實に輕侮をなすや」。「實なり、世尊」。 

佛世尊呵責したまへり愚人、汝何ぞ輕侮をなすや、愚人、これ未信者を信ぜ 

しめ…乃至…諸比丘、汝等當に是'C0如くこの學處を誦すべし 
» 

輕侮©態度をなす〕は波逸tiなり」と。 

ニーー r輕侮」とは二種の輕侮あり、人輕悔と法輕侮となり、人輕侮とは受具.者が 

制戒に.よりて言ふ時、「彼は除却されたるものなり、或は罪に附せられたるもの 

なり、或は叱責された.るものなり、彼の語は無效なるべし」と言ひて輕侮をなせば 

波逸是なり。法輕侮とは受具者が制戒によりて言‘ふ時、「如何でかこの人を滅 

し或は除し或は驅出せしめん」と言ひ或はrその法を學せんと欲せず輕侮をなせ 

ば波逸提なり0 

二 受具者に受具者想に> て輕侮をな•せば波逸提なり、未受具者に疑想にて. 

波逸源五四 一七九. 



受具者に未受具者想にて……波逸提なり。受具者が®論等〕制戒にあらざるも 

のにょりて言ふ時二こは制邪、除惡、端正、敬重、精進の爲に利あらず」と輕侮すれば 

突吉羅なり。未受具者が制戒或は制戒に非ざるものにょりて言ふ時、「こは制 

S邪…•： ykあらず」と輕侮すれば突吉羅なり。未受具者に受具者想なるは突吉 

羅、未受具者に疑想なるは突吉羅、未受具者に未受具者想なるは突吉羅なり。 

三「是の如きは我等の師より學ベる疑問なり」とて言ふ、擬狂者、最初の犯行者は 

不犯なり 

波逸提五五 

I その時佛世尊は舍衞城、祗樹給孤獨園に在しき。その時六群比丘は十七群 

比丘を恐怖せしめた幻。彼等は恐怖せしめられて泣けり。諸比丘は斯く言へ 

兑「友、汝等何が故に泣くや」。「友、かの六群比丘我等を恐怖ぜしめたり」と。 

諸比丘の中少欲なる者……非難せり、「何ぞ六群比丘は比丘を恐怖せしむるや』 

と…〔波逸提五二、一參昭y…誦.すべし 



何/11の比丘と雖も比丘を恐饰せしむ/11ば波ii提なy」と。 

ニーー「何れの』とは……意味さる、比丘なり。 

「比丘を」とは他比丘をなり。 

「恐怖せしむれば」とは受具者が受具者を恐怖せしめんとて色或は聲或は香或 

は味或は觸を用ふれば彼怖れ或は怖れざるも波逸提なり。賊或は蛇或は鬼あ 

る險道を示せば彼怖れ或は怖れざるも波逸提念り。 

二受具者に受具者想にて怖れしむれば波逸提なり、受具者に疑想にて…：•受 

具者.に未受具者想にて怖れしむれば波逸提なり。未受具者を恐怖せしめんと 

欲して色或は.用ふれば彼怖れ或は怖れざるも突吉羅なり。賊或は.怖 

れざるも突吉羅なり。未受具者に受具者想なるは突吉羅、未受具者に疑想なる 

は突吉羅、未受具者に未受具者想なるは矣吉羅なり。 

三恐怖せしむる意なくして色或は聲香味觸を用ひ、賊或は蛇或は鬼ある險道 

を示す、癡狂者、最初の犯行者は不犯なD。 

波逸提五五 



波逸提五+ 

11 

V ノ f K \スマーヲギラ ベ—サカラ—ミガダ—ヤ 

その時弗世尊は發祇國、膠魚山邑の恐怖林鹿野苑に在しき その時諸 

比丘冬時に一の大なる孔ある木に火を燃して身を温めたりかの子中r在り 

し黑蛇火に炙られて出で來り比丘等を襲へ.り。諸比丘は處々へ逃げたり。諸 

比丘の中少欲なる者……非難せ炎『何ぞ諸比丘火を燃して身を温むるや』と… 

乃至…「諸比丘、汝等實に火を燃して身を溫むるや1。「實なり、世夢。佛世尊呵責 

したまへり、「諸比丘、かの愚人等何^火を燃して身を溫むるや、諸比丘、これ 

味信者をして信ぜしめ…乃至…諸比丘、汝等當に是の如くこの學處を誦すべ 

し— 

可ルの比丘と雖も身を溫むる爲に火を燃し或は燃さしむれIj;波逸提なり」 

と0 

iの如く世尊により諸比丘の爲にこの學處は制せられたり。 

二その時比丘等病めり。看病の諸比丘は病比丘にかく言へり「友、堪え得 

るや、過し得るや」と、「友、前には我等火を燃して身を温めたり'故に我等安樂な 

r 



りき、然るに今は世尊により禁ぜられたりとて畏愼して身を温めず、この故に我 

等安樂ならず」と。世尊にこの事を白せ炎「諸比丘、病比丘は火を燃し或は燃 

さしめて身を溫むることを聽十、汝等當に.誦すべし 

可れの比丘と雖も無病にして身を溫むる爲に火を燃し或は燃さしむれば 

波逸提なり」と。 

艮の如く世尊により.制せられたり。 

二その寺諸比丘は畏愼して..CD薰鉢にも*火舍にも火を燃さくりき。世尊にこの 

由を白せり、「諸比丘、然るべき理由あれば火を燃し又は燃さしむることを聽 

す、諸比丘、汝等……誦すべし- . 

可仇の比丘と雖も無病にして身を?1むる爲に火を燃し或は燃さしむ犰ば 

然るべき理由あるを除き波逸提なリ」と。 

三丨一 「何れの」とは.意味さる、比丘なり。 

「無病」とは火なくとも彼に安樂なるなり。 

「病」とは火なくしては彼に安樂ならざるな幻。 

波逸提五六 八三 



r身を溫むる爲に」とは熱する爲なり.。 

「火」とは火焰なり。 

「勝す」とは_ら燃せば波逸提なD、「燃さしむ」とは他に命ずれば波逸提なり一 

度命ぜられて屢々燃せば波逸提なり。「然るべき理由あるを除き」とは然るべき 

理由あるを除外するなり。 - 

二味•病に無病想にて身を溫むる爲に火を燃し又は燃さしむれば然るべき理 

由あるを除き波逸提なり、無病に疑想にて……無病に病想にて……波逸提なり 

落ちたる燃木を擧げるは突吉羅なり。病に無病想なるは突吉羅、病に疑想なる 

は突吉羅、病に病想なるは不犯•な幻。 

三肉者、他にょD燃されたるに身を溫む、炭の斷片に身を溫む、燃燈、薰鉢、火舍に 

於て、然るべき理由ありて%故の時、癡狂者、最初の犯行者は不犯なり。 
4 

波逸提五七 

I その時佛世尊は王舍城V迦蘭陀竹林園に在しき。その時諸比丘多浮陀溫泉 

% 

〇 
ン 



にて沐浴せり。その時摩竭陀王斯1^耶頻婆沙羅は「我沐浴せん」とて多浮陀に到 

117り、尊者等の沐浴するまてとて一方にて待てり。比丘等は日暮に至るまで沐浴 

せり。かくて頻婆沙羅王は遲< 沐浴をなし城門閉ざ•されし故に城外に止宿し 

明朝單粗なる油をつけて世尊の許に到り世尊に挨楼して一方に坐せり。一方 

に坐せる縻竭陀王斯尼耶頻婆沙羅に世尊はかく日へり、「大王、王何が故に早 

朝單粗なる油をつけて來れるや」と。その時頻婆沙羅王はかの事を語れり。か 

くて世尊は頻婆沙羅王に說法をなし……歡喜せしめ給へり。王は世尊の說法 

により.歡喜して座より立ち世尊を禮し右遶して去れり。その時世尊この 

因緣によりて比丘僧を集めしめ諸比丘に日へり、「諸比丘、比丘等王を見て適 

量を知らずして沐浴せしと云ふは實か/「實なり、世尊J。佛世尊呵責したまへり、 



世_によりて諸比丘の爲にこの學處は是の如く制せられたり。 

二その時諸比丘暑時熱時に於て畏愼して沐浴せず、汗にぬれたる身をもつて 

臥せり。【爲に】衣服及び臥具汚垢せり。世尊に>*の事を白せり、「諸比丘、暑時 

熱時には半月以內に沐浴十る>とを聽す、諸比丘.誦すへし 

何れの比丘と雖も半月以內に沐浴せば然るべき時期を除驾波逸提な力、茲 

に然るべき時期とは熱季の終のーヶ月半、雨期の初のーヶ月、卽ちニヶ月半 

の暑時熱時、これ茲に云ふ然るべき時期なiと。 

一世輮によりて諳比丘の爲にこの學處は是の如く制せられたD。 

三その時諸比丘病めり。看病諸比丘は病比丘にかく云へり、『友、堪え得る 

や、過し得るや否や」。「友、前には我等半月以内に沐浴せりどれによねて我等安 

樂なりき、然るに今は世尊によりて制せられたDとて畏愼して沐浴せず、この故 

に我等安樂ならず」と。世尊にこの事を白せり、「諸比丘、病比丘は半月以內に 

沐浴することを聽す、諸比丘..：…誦す'.〈し- 

可れの比iと雖も半月以内に……熱時、病時、これ茲に云ふ然るべき時期な 



と 

世尊にょりて諸比丘の爲にこの學處は是の如く制せられた5。 

四 その時諸比丘修營の事をなし畏愼して沐浴せざりき。彼等は汗の出でた 

る身體にて臥せD。衣服、臥具爲に汚垢せ力。世尊に……白せり、「諸比丘、造 

營時には半月以內に沐浴することを聽す、諸比丘……誦ナべし—— 

何れの比丘と雖も半月以內に沐浴.せば然るべき時期を除き波逸提なり… 

乃至… ， 

世尊にょりて諸比丘の爲にこの學處は是の如く制せられた力。 

五 その時比丘等旅行して畏愼して沐浴せず、汗の出でたる.白せり、『諸比 

丘、旅行時には半月以內に沐浴十るを聽す、諸比丘.誦すべし—— 

何れの比丘と雖も半月以內に沐浴ナれば然るべき時期を除き波逸提なり、 

茲に然るべき時期とは…乃至… 

世尊によりて諸比丘の爲にこの學處は是の如く制せられたり。 

六 > その時衆多の比丘露地に於て作衣をなし風塵にまみれ、又天は少しく雨降 

波逸提五七 



りとり。諸比丘畏愼して沐浴せず、儒れたる身體にて臥せり。衣服臥具〔爲に〕汚 

2垢せり。世嫁に.白せり、「諸比丘、風雨の時は半月以內に沐浴することを 

聽す、諸比丘……誦すべし— 

何^の比丘と雖も半月以內に汸浴す仇ば因緣を除き波逸提なリ。茲に因 

緣とは、熱季の終Iヶ月半、雨季の初Iヶ月、卽ちニヶ月半の暑時，熱時、病時、造 

作時、行路時、風雨時、これ玆に云ふ因緣なy」と。 

七丨一「何れの」とは.意味さる、比丘なり。 

r半月以内」とは半月に足らざるな幻。 

「沐浴すれば」とは①粉藥或は粘土を用ひて沐浴すれば洗ふ每に突吉羅、沐浴を竟 
• - • • • 

れば波逸提なり0 

「因緣を除き」とは因緣を除外するなり。 

「暑時」とは熱季の終ーヶ月半なり、「熱時」とは雨季の始ーヶ月なり、卽ちこの二 

ヶ月半は暑時なり熱時なり〖故に我沐す〕と念じて沐浴すべきなり。『病時」とは沐 

浴せずしては：^に安樂なきなり、病時な力と念じて沐浴ナベし。「造作時」とは下 



は房舍を掃除するをも云ふ、造作時なりと念じて沐浴ナベし。r行路時」とは「我半 

由旬を行か^とて沐浴すべし、行きつゝある者沐浴すべく、行き已りたる者沐浴 

すべし。r風雨時」とは諸比丘風塵にまみれ居り二三滴の雨水身上に落ちるなり' 

風雨時なりと念じて沐浴ナベし。 

二 半月以內に以內想にて因縁を除き沐浴ナれば波逸提なり、半月以內に疑想 

にて.半月以内に以上想にて.波逸提なり。半月以上に以下想なるは突 

吉羅、半月以上に疑想なるは突吉羅、半月以上に以上想なるは不犯なり。 

三因緣に於て、半月に沐浴す、半月以上にて沐浴す、彼岸に到る時沐浴す、全邊境 

地にて、事故にて、擬狂者、最初の犯行者は不犯なり。 

波逸提五八 

1201 その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時衆多の比丘と遍行 

外道は沙祇ょり舍衞城に到る行路中なD鱼中道にて劫賊出で來り彼等を剝脫 

せり。舍衞城の王兵出でて彼の劫賊を盗品と共に捉へ來り、諸比丘の許に使を 

波逸提五八 一八九 



送れり、「諸大德、来りて各自の衣を見分けて取り給へ」と。諸比丘は見分け得 

ざりき。彼等は譏嫌非難せり、「何ぞ諸大德は各自の衣を見分け得ざるや」と。 

諸比丘彼の諸人の 非難ナるを聞けり て諸比丘世尊にこの事を白せ 

り。時に世尊この因緣にょりて比丘僧を集めしめ給ひ諸比丘の爲に適正なる 

說•法をなし諸比丘に吿げたまへり、「然らば諸比丘、我、諸比丘の爲に學處を制 

せん、十利を以ての故に、僧を攝する爲に、衆僧安樂の爲に…乃至…正法久住の爲 

に、律を愛重する爲に、諸比丘、汝等當に是の如くこの學處を誦すべし—— 

新衣を得たる比丘は三pi色中のlin色を®取るべし^sc色或は泥色或は黑 

沿色なり。若し比丘三®Q色中のlio色を取らずして新衣を著用せば波 

逸提なリ」と。 

ニーー 「新とは淨法をなさゞるものを云ふ。 

「麥とは六種衣中の一衣な5。 

「三種壞色中の一壤色を取るべし」とはたとへ草葉の端行どの衣と雖も取るベ• 

きなP。 



「靑色」とは銅靑、藍靑の二種の靑色なり。「泥色」とは〖泥〕水色を云ふ。『黑褐色」と 

は可^にても黑褐色なるものを云ふC 

「苫し比丘三種壞色中の一壤色を取らざれば』とはたとへ草葉の端ほどにても 

121三種壞色中の一壞色を取らずして新衣を著用すれば波逸提なり。 

二不取に不取想にて著用ナれば波逸提なり、不取に疑想にて.不取に取想 

にて著用すれば波逸提なり。取に不取想なるは突吉羅、取に疑想なるは突吉羅、 

取に取想なるは不犯なり。 

三 Kりて著用す、點淨が消えたる時、點淨せる所が破れたる時、點淨せるものを 
たてへ 

點^せざるものに縫ひつけたる時、補綴布に於て、堅緣布に於て、癡狂者、最初の犯 

行者は不犯な 

波逸提 五九 

一 その時佛世.@は舍衞城、祗樹給孤獨Mに在しき。その時具#跋雛陀釋子は 

同學の共住比丘に自ら衣を淨施し〔彼の)還與せざるものを著用せり。かくて彼 

波逸提五九 



丘諸比丘にこの事を語れり、「友、かの具壽跋難陀釋子は自ら我に衣を浄 

【我の〕還與せざるを著用せり」と…乃至…「跋難陀、汝實に比丘に.著用す 

,0「纪をり、牝^:」。佛世尊呵責したまへり、「恩人、汝何ぞ比丘に.著用す 

十戒を受持する女子なり 

「自ら」とは自ら淨施してなり。 

「衣Jとi六e衣中の一衣にして浄施すべき最下曩以上)を言ふ 



「淨•施」とは二種の淨施あり、對面淨施及び展轉滓施なり。對面淨施とは「我この 

衣を汝或は某甲に與ふ」と言ふ【て與ふる〕なり。展轉淨施とは「我この衣を淨施の 

爲に汝に與ふ」と言ふ、彼言ふべし、『誰か汝の親友知人なりや」と、「某甲、某甲なり」 

と、彼言ふべし、「我彼等に與ふ、汝彼等の所有物を〔彼等に代り〕著用し或は保管し 

或は汝の欲する如くなせ」と言ふなり。 

『還與せざるに」とは彼is還し〕與へず、或は預けざるに著用すれば波逸提なり。 

二不還與に不還與想にて着用すれば波逸提なり、不還與に疑想にて.…：不還 

與に還與想にて著用すれば波逸提なり、受持せしめ或は贈れば突吉羅なり。還 

興に不還與想なるは突吉羅、還與に疑想なるは突吉羅、還與に還與想なるは不犯 

なり。 

三 皮が與へ或は預けたるを著用す、m狂者、最初の犯行者はーィiLなり 

波逸提六〇 

I その時佛世®は舍衞城、祗樹給孤獨阅に在しき。その時4七群比丘は諸ft 

- -.•‘ I— I— I ■ ■ —in I nn- ■11 

波逸提六〇 ープ三 
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具を欠藏せざりき。六群比丘は十七群比丘の鉢•衣を隱せり。十七群比丘は六 

23群比丘に言へり、「友、我等の鉢と衣とを還し與へょ」と。六群比丘笑ひ十七群 

比-ェ(1泣けり。諸比丘言はく、「友、汝等何が故に泣くや」。「友、この六群比丘 

等我等の鉢衣を隱せり」と。諸比丘の中少欲なる^.非mせり「何ぞ六群比 

丘は比丘等の鉢衣を隱すや」と…乃至…「諸比丘、汝等實に比丘等の.隱すやJ 

「⑷iり、ihマ落'0弗肚_呵實したまへり、「愚人、汝等何ぞ比丘等の……隱すや、愚 「が歐なり、世®」。佛世®呵責したまへり、「愚人、汝等作そit五S 

これ未信者を信ぜしめ…乃至…諸比丘、汝等當に是の如 

すべし 

.隱すや、愚 

この學處を誦 

何れの比丘と雖も〖他〕比丘の鉢或は衣或は坐具或は針筒或は腰帶を隱 

は隱さしむ仇ば戲矣の爲と雖も波逸提なリ」と。 

「何れの」とは.意味さる、比丘なり。 

「比丘の」とは他比丘のなり。 

「鉢」とは二種の鉢あり、鐵鉢、泥鉢なり。 

「衣」とは六種衣中の一衣にして淨施すべき最下*以上〕のものなり。 



『坐4Jとは坐する敷物なり。 

「針筒」とは針あるもの或は針なきものを言ふ。 

『腰帶」とは二種の腰帶あり、布のま、なると縫ひ綴りたるとなり。 

『隱しjとは自ら隱せば波逸提なり。「或は隱さLむれば」とは他に命ずれば波逸 

提なり、一度命ぜられて屢々隱せば二〕波逸提なり。「M笑の爲と雖も」とは嬉敍の 

目的にてなり。 

二受#者に受具者®>にて.腰帶を隱し或は隱さしむれば戲笑の爲と雖も 

波逸提なり、受具者に疑想にて.受具者に末受具者想にて.波逸提なり。 

その他の資具を隱し或は隱さしむれば戯笑の爲と雖も突吉羅なり。未受具者 

の鉢或は衣或はその他の資具を隱し或は隱さしむれば戲笑の爲と雖も突吉羅 

なり。未受具者に受具者想なるは突吉羅、未受具者に疑想なるは突吉羅、未受具 
124なり。未受具者に受具者想なるは突吉羅未受具者K凝s^るd孕宅I讳受J 

者に未受具者想なるは突吉羅なり。 

三 戯笑の爲に非ず、亂雜せるを收藏す"說法して與へんとて收藏す、癡狂者、最初 
% 

の犯行者は不犯なり。 

波逸提六 



Pacittiya 61-70波逸提六一〜七〇 

SC: Bhikkhu Vibhanga, Pacittiya 61:Sancicca 

第六飲酒品 

その攝頌 

酒、指、水と輕侮、恐简火 

沐浴壞色、不還與を自ら、隱すととによりて 

波逸提六一 

I その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時具壽優陀夷は弓士 

にして急を好まざりき。彼は烏を射て頭を切り順次串にさしをけり。諸比丘 

かく言へり、『友、これ等の烏は誰に殺されしや」。『友' 我によりてなり、我は烏 

を好まず」と。諸比丘の中少欲75:る者……非難せり、『何ぞ具壽優陀夷は故らに 

生物の生命を奪ふや」と…乃至…『優陀夷、汝實に故らに.奪iや」。r實なり、世 

尊J。佛世尊呵責したまへり、『愚人、汝何ぞ故らに.奪ふや、愚人' これ未信 

者をして信ぜしめ…乃至…諸比丘、汝等當に是の如くこの學處を誦すべし 

何扎の比丘と雖も故意に生物の生命を奪へば波逸提なリ」と。 



| | I一 『何れの」とは.意味さる、比丘なり。 

『故意に」とは知り認め目的を持し留意して行ふなり。 

『生物」とは畜生の生物を言ふ。 

r生命を奪へば」とは命根を斷じて止めしめ相續を破十るなり。 

二生物に生物想にて生命を奪へば波逸提なり、生物に疑想にて生命を奪へば 

突吉羅なり、生物に非生物想なるは突吉羅なり。非生物に生物想なるは突吉羅 

非生物に疑想なるは突吉羅、非生物に非生物想なるは不犯なり。 

三無識考無念者、無知者、殺意なき者、療狂者、最初の犯行者は不犯なり。 

波逸提六二 

一 その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時六群比丘は知りつ 

つ蟲の入れる水を飲用せり。諸比丘の中少欲なる者.非難せり、「何ぞ六群 

比丘は知りつ、蟲の入れる水を飲用するや」と…乃至…「諸比丘、汝等實に. 

飮用するや」f實なり、世尊」。佛世尊呵責したまへり、『愚人、汝等何ぞ.飲用 

波逸提六二 一九七 



するや、愚人、これ未信者をして信ぜしめ…乃至…諸比丘、汝等當•，足の如く 

この學處を誦十べし— • 

何れの比丘と雖も知リつつ蟲の入仇る水を飲用す仇ば波逸提なy」と。 

ニーー【何れの」とは.意味さる、比丘なり。 

りつ、」とは§ら知り或は他の者彼に吿げるなり。 

『蟲の入れる」とは飲めば死すべしと知ることにし.て、知りて飲用十れば波魂提 

なり。 

二有蟲に有蟲想にて飮めば波逸提なり、有蟲に疑想にて飲めば突吉羅なり有 

蟲に無蟲想にて飲めば不犯なり。無蟲に有蟲想なるは突吉羅、無蟲に疑想なる 

は突吉羅、無蟲に無蟲想なるは不犯なり。 

三有蟲なりと知らずして、無蟲なりと知りて、飲みて死^ずと知りて飲む"癡狂 

者、最初の犯行者は不犯なり。 

波逸提 六三 

% 



_ その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時六群比丘は知りて 

諍事の如法に決せられたるを再び取んisに附せんとて騷げり、『羯磨は成ぜず、羯 

磨は不善なり、再び羯磨をなすべきなり、裁決は成ぜず"裁決は不善なり、再び裁決 

をなすべきなり」と。諸比丘の中少欲なる者.非難せり、「何ぞ六群比丘は知 
りて……騷ぐや」と…乃至…ft比丘、汝等實に知りて……騷ぐや」二實なり、世尊」 

佛世尊呵責したまへり、『愚人、汝等何ぞ知りて.騷ぐや、愚人、これ未信者 

をして言ぜしめ…乃至…諸比丘、汝等當に是の如くこの學處を誦十べし 

何九の比丘と雖も知yて如法に裁決さ机たる諍事を再び羯磨に附せんと 

騷げば波逸提& yjと 

丨一 『何れの」とは.意味さる、比丘なり。 

『知りて」とは自ら知り或は他の者彼に吿げ或は彼が吿げるなり。 • 

『如Sとは法により、律により®の敎によりて行はる、、これを如法と名づく。 

『靜事」とは四種の靜事ぁり、爭論#事非難靜事罪過靜事義務靜事なり 

『再び羯磨に附せんと騷ぐ』とはm磨は成ぜず、錫磨は不善なり、再び羯磨を作十 



べし、裁決は成ぜず、裁決は不善なり、再び裁決をな十べし」と云ひて騷けば波逸提 

なり0 

二 nft羯磨に如•法羯磨想にて‘騷げば波逸提なり、如法羯磨に疑想にて騷げば 

突吉羅なり*如法羯磨に非法翔磨想にて騷げば不犯なり。非法羯磨に如法羯磨 

想なるは突吉羅、非法錫磨に疑想1は突吉羅、非法羯磨に非法羯磨想なる 

犯なり。 

三非法により、或は別衆により或は羯磨に相應せざるものに劉して羯磨の作 

されたるを知りて騷ぐ、癡狂者、最初の犯行者は不犯なり。 

波逸提六四 ：ゥパナン•夕 
1271その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時具壽跋難陀釋子は 

故意の出精罪を犯し同學の共住比丘に言へり、『友、我は故意の出精罪を犯せ 

り、他の&人にも吿ぐること勿れ」と。その時一比丘故意の出精罪を犯し彼の罪 

に對して僧伽に別住を乞へり。僧伽は彼の罪に對して別住を與へたり。彼は 



別住を行ぜる時かの比丘を見てかく言へり、『友、我は故意の出精罪を犯しこ 

の罪に對して僧伽に別住を乞ひ、僧伽はかの罪に對してこの我に別住を與へた 

り•'【かくて〕この我は別住せるなり、友、我は〔別住を〕受く、具壽は"彼受く』と我を憶 

寺したまへ」。『友' 他にこの罪を犯せる者は何人も是の如く行ずるや」。『然り、友」' 

r友、かの具壽跋難陀釋子は故意の出精罪を犯して我に語れり、『何人にも吿ぐ 

ること勿れ』」。『やよ、友' 汝は覆藏せるや」。『然り、友」と。. 

その時かの比丘は諸比丘にこの事を語れり。諸比丘の中少欲なる者.非 

難せり、r何ぞ比丘知りて他比丘の蟲罪を覆藏するや」と…乃至…『比丘、汝實に 

他比丘の.覆藏ナるや」。〖實なり、世尊」。佛世尊呵責したまへり、『锻人、汝何 

ぞ知りて他比丘の蟲罪を覆藏十るや、愚人、これ未信者をして信ぜしめ…乃至 

…諸比丘、汝等，當に是の如くこの學處を誦ナベし- . 

何Tflの比丘と雖も知yて〖他〕比丘の蠱罪を覆_す仉ば波逸提&リ」と。 

ニーー 「何れの」とは.意味さる、比丘なり。 

『比丘の」とは他比丘のなり。 . 

波逸提六四 



r知りてjとは自ら知り或は他の者彼に吿げ或は彼が吿げるなり。 

123f鏺^とは四波羅夷及び十三僧殘なり。 

【覆藏十れば」とはこれを知りて〖諸比丘菲難し憶念せしめ叱責し輕蔑し困惑せ 

しむるも我語らずとて實務を放棄せば波逸提たり。 

二 ■!!工蟲罪想にて覆藏十れば、波逸提なり蟲罪に疑想にて覆藏十れば突吉 

羅なり、饞罪に非蠱罪想にて覆藏寸れば突吉羅なり。非蠱罪を覆藏十れば突吉 

羅なり、未受具者の蟲罪或は非■罪を覆藏ナれば突吉羅なり。非蟲罪に1罪想 

なるは突吉羅、非蟲罪に疑想なるは突吉羅、非蠭罪に非囊罪想なるは突吉羅なり 

三僧伽に闘諍、紛亂'異執、口論等起るべしとて吿げざる、破僧若しくは僧不和合 

起るべしとて吿けざる、これ蠱惡無慈にして命難梵行難を起十べしとて告げざ 

る、&の如法比丘を見ざる時吿げざる、覆藏の意なくして告げざる、_らの行によ 

りて知らるべしとて吿げざる、癡狂者、最初の犯行者は不犯なり。 

波逸提 六五 



一 その時佛世尊は王舍城、迦蘭陀竹林園に在しき。その時王舍城に十七群比 

丘の親友童子あり、優波離童子彼等の上首なりき。時に優波離の父母思へらく 

『何の方便にょりてか我等の死後、優波離を安樂に活き勞苦なからしめん」と。か 

くて優波離の父母かく思惟せり、『若し優波離書を學ば/斯くして我等の死後 

安樂に活き勞苦なからん」と。その時優波離の父母〔又〕かく思惟せり、r若し優波 

129離書を學ば、指の痛あらん、優波離若し計數を學ば、かくて彼我等の死後安樂 

に活き勞苦なか、らん」と。時に優波離•の父母又思へらく、「若し優波離計數を學 

ば、胸の苦あらん、若し優波離®を學ば\かくて彼は我等の死後安樂に活き勞 

苦なからん」と。その時優波離の父母又思惟せり、「若し優波離ffiを學ば、眼の 

痛あらん、彼の沙門釋子等は持戒安易行事安易にして美食を取り風通ぜざる床 

に臥十、若し優波離沙門釋子の中に出家せばかくて彼我等の死後安樂に活き勞 

苦なかるべし」と。 

優波利廬子は父母のこの對談を聞けり。かくて優波利童子は彼の童子等の 

許に到りてかく言へり、『公等來れ、我等沙門釋子の中に出家せん」。『公若し出家せ 

波逸提六五 一一〇三 

203 



ば我等も亦出家せん」と。かくて彼の少年等は各々その父母の許に到りてかく 

言へり、に家より出でて家たきに入るを許したまへ」と。その時彼の童子等の 

父母は【この童子等は凡べて望む所同じく志十所善し」とて〔出家を〕聽せり。彼等 

は諸比丘の許*に到りて出家を乞ひ諸比丘は【これを〕出家せしめ受具せしめたb _ 

皮等td夜の朱/£明けざるに起き出でて泣き叫べり、『粥を與へよ、食を與へよ、 

硬食を與へよ」と。諸比丘かく言へり、『友、夜の明くるまで待て、〔夜明けて〕若 

し®あらば啜れ、若し食あらば食せ、若し硬食あらば食せ、若し粥も食も或は硬食 

も^.ければ乞食を行ひて食せ」と。諸比丘によりて斯く言はれても彼等rf比丘 

は尚5泣き叫ぶのみなりき、『粥を與へよ、食を與へよ、硬食を與へよ」と言ひて或 

は臥床を投げ上げ又これを散亂せり。 

世尊は夜の未だ明けざるに起き出で給ひ童子等の〔泣き叫べる)聲を聞きて具 

壽阿難に日へり、『阿難、かの童子の聲は何ぞ」と。その時阿難は世尊にこの由 

を白せり。その時世尊はこの因緣によりて比丘衆を集めしめ諸比丘に問ひ給 

130へり、『諸比丘、比丘等は知りて二十歲に滿たざる人に具足戒を授けたりと言 



「 -------- 

ふは實なりや」。f實なり、世尊」。佛世尊は呵責したまへり、『諸比丘、何ぞ彼の愚 

人等知りて二十歲に滿たざるものに具足戒を授くるや、諸比丘、二十歲に滿た 

ざる人は寒暑飢渴、蚊虻風熱蟲蛇の觸る、に耐へず、惡しく吐き惡しく出したる 

言路、又苦しく銳く粗く辛くして甘からず快からざる命を害ふべき肉身の苦痛 

に耐へ得るものに非ず、諸比丘、二十歲に滿てる人にして寒暑飢渴……苦痛に 

耐へ得るものなり、諸比丘、これ未信者をして信ぜしめ…乃至…諸比丘、汝等 

當に是の如くこの學處を誦すべし—— 

何仇の比丘と雖も知yて二十歳未aの者に具足戒を授く仉ばこの人は戒 

を得、ず、f立會の〕諸比丘は呵55さるべく、彼の比丘に於てはこSI波逸提なyjと 

ニーー 『何れの」とは.意味さる、比丘なり。 

『知る」とは自ら知り、或は他のもの彼に吿げ或は彼が吿ぐるなり。 

『二十歲未滿」とは二十歲に達せざるなり。 

具足戒を授けんとて僧衆或は阿闇梨或は鉢或は衣を求め、戒場を選べば突吉 

羅なり、白十れば突吉羅、二羯磨語にて突吉羅、翗磨語竟れば和尙は波逸提、僧衆及 
r ‘ I: : : ___ 

波逸提六五 二〇五 

〇 



131 

び阿闍梨は突吉羅なり。 ，ノ 

二 二十歲未滿に二十歲未滿想にて授具十れば波逸提なり、二十歲未滿に疑想 

にて授具すれば突吉羅なり、二十歲未滿に滿二十歲想にて授具十れば不犯なり 

滿二十歲に二十歲未滿想なるは突吉羅、滿二十歲に疑想なるは突吉羅、滿二十歲 

に滿二十歲想なるは不犯なり。 

三 二十歲未滿に滿二十歲想にて授具十、滿二十歳に滿二十歲想にて授具十、癡 

狂者、最初の犯行者は不犯なり。 

% 

» 

波逸提六六 

一 その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在•しき。その時一隊商王舍城ょり 

パティヤーローヵに到らんと欲せり。一比丘彼の諸人にかく言へり、『我も亦 

諸公と共に行かん」。『大德、我等は稅物を隱匿寸べし」。『諸公、知るべし」と。官 

人等聞けり。『隊商は稅物を隱厝十と言ふ」と。彼等中道•に於て出で來れり。か 

くて彼等官人はかの除商を捉へ連れ去りてかの比丘にかく言へり、『大德、尊 



者何が故に知りて盜賊隊と共に行くや」と留難して放てり。かくてかの比丘舍 

蔚娀に到りて諸比丘にこの事を語れり。諸比丘の中少欲なる者•：…非難せり 

『何ぞ比丘知りて盜賊隊と共に豫め約して同道を行くや」と…乃至…『比丘、汝實 

に知りて.行くや」。〔實なり、世尊」。佛世尊呵責したまへり、『愚人、何ぞ知り 
A 

て.行くや、愚人' これ未信者をして信ぜしめ…乃至…諸比丘、汝等當に是 

の如くこの學處を誦すべし—— ' 

何机の比丘と雖も知yて盗賊隊と共に豫め約して同遁を行けば一聚落の 

間と雖も波逸提なyjと。 

二—一 『何れの」とは.意味さるゝ比丘なり。 

r知りて一とは自ら知り或は他の者彼に吿け或は彼Wら一吿ぐるなり。 

『盗賊^とは賊にして盗を行へるもの或は未だ行はざるものあり、或は王處に 

盜に行き、或は税物を隱匿十るなり。 

『共に」とは一所になり。 

『豫め約して」とは、「賢者' 我等行かん、尊者、我等行かん」、〖尊者、我等行かん、 



賢者、我等行かんj。『今日或は明日或は明後日我等行かん」と豫め約せば突吉羅 

なり。 

二聚落の間と雖も」とは附近の村落に於ては村落間毎に波逸提たり、村落なき 
ヂャナ 

01野に於ては半由旬每に波逸提念り 

二盗賊隊U盜賊隊想にて豫め約して同道を行けば一1間と雖も波逸提な 

り、盗賊隊に疑gにて……突吉羅なり、盜賊隊に非盗賊隊想にて……不犯なり 

諸it丘豫約して諸人豫約せざれば突吉羅な 非盜賊隊に盗賊隊想なるは突 

吉羅、非盗賊隊に疑想念るは突吉羅、非盗賊隊に非盜賊隊想なるは不犯なり。 

三豫め約せずして行く、諸人豫約し諸比丘豫約せざる、約に違して行く事故の 

時、癡狂者、最初の犯行者は不犯な 
〇 

波逸提六七 

一その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時一比丘舍衞城に障 

ふの途次、拘蕹羅國にて一村落の門關を通過せり。一女人その夫と爭ひて村落 



より出で來り、かの比丘を見て言へり、『大德•、尊師何處に往き給ふや」。『姉、我 

舍衞城に往くなりj。『我尊者と共に往かん」。『來れ、姉」と。その時かの女人の夫村 

落より出で來り諸人に問へり、『諸卿是の如き婦を見たるや」。『卿、彼の女は 

出家と共に往けり」と。かくて彼の人追ひてかの比丘を捉へ打擲して放てり。 

かくてかの比丘は一樹の下にて火焰を放ちつ•、坐せり。その時かの婦かの人 

咬云へり、『夫、かの比丘我を行かしめしに非ず、否我彼の比丘と共に往きしな 

り、彼の比丘は〔惡を〕作せるものに非ず、行きて彼に謝罪せられよ」と。かくてかの 

人かの比丘に謝罪せり。 

その時かの比丘舍衞城に到り、諸比丘にこの事を語れり。諸比丘の中少欲な 

る者.非難せり、『何ぞ比丘女人と共に豫め約して同道を行くや」と…乃至… 

133『比丘、汝實に女人と共に豫め約して同道を行くや」。『實なり、世，尊」。佛世尊呵責 

したまへり、「愚人、汝何ぞ女人と……行.くや、愚人、これ未信者をして信ぜし 

め…乃至…諸，比丘，汝等當に是の如くこの學處を誦寸べし- 

何れの比丘と雖も女人と共に豫め約して同道を行けば一聚落の間と雖も 
_' ____1-——--- 

波逸提六七 . こ〇九 



波ii提なyjと。 

二—一 【何れの』とは I味^る、比丘な 

f女人」とは人女にして夜叉女、鬼女、畜生女に非ず〔人女の〕有知にして#語惡語 

籙惡非II惡を知り得るものなり。 • 

「共に」とは一所になり。.. 

『豫め約して」とは〖姉、我等行かん、尊師、我等行かん」、『尊師、我等行かん、姉、 

我等行かんへ『今日或は 〔波逸提六六、二—一參照〕 

疑想にて 

女人に女人想にて豫約して同道十れば一聚落間と雖も波逸提なり、女人に 

にて.女人に非女人想にて..…：波逸提なり。比丘豫約，して女人豫約せ 

ざれば突吉罹なり、夜叉女或は餓鬼女或は黃門或は畜生女の人身をなせるもの 

と豫約して同道十れば一聚落間と雖も突吉羅な 非女人に•女人想なるは突 

吉羅、非女人に疑想なるは突吉羅'非女人に非女人想なるは不犯たり。 

三豫的せずして行く、女人豫約するも比丘豫約せず、約に異して行く、事故の時 

癡狂者、最初の犯行者は不犯なり。 



波逸提六八 

一 その時世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時了リックと名づくる 

134元鹰師なりし比丘に是の如き惡見生ぜり、『我世尊の說き給ひし法を了解十る 

が如くんば、仕一尊によりてこれ等は障道法なりと說かれしものもこれを行ふも 

のに障道となすに足らず」と。衆多の比丘は聞けり、『了リッタと名づくる元槪 

師なる比丘に是の如き惡見生ぜり、『我.足らず』とJ。かくてかの諸比丘は元 

鷹币なるアリッタ比丘の許に到り、彼の比丘にかく言へり、『友、アリッタ 汝に 

是の如き惡見生ぜりと言ふは實なりや、『我.足らず』と」。『實に然り、友、我世 

尊の說きたまひし法を了解十るが如くんば、世尊によりてこれ等は障道法なり 

と說かれしものもこれを行ふものに障道となすに足らず」。『友、アリッタ 是の 

如く言ふこと勿れ、世尊を誰謗すること勿れ、世尊に對寸る誰謗は善からず世尊 

は實に是の如く說かれしことなし。友、アリッタ、世尊は種々の方便によりて 

障道の法は障道なり、而してこれを行ふものには障道となるに足ると說き給へ 



世尊は諸欲は快味少なく苦痛多く失望多くそこに患難更に多しと說き給 

〇 tぎi欠kfて_へて說きたまへり。苦痛多く失望多くそこに患勤 へり。i&尊は欲を骸骨に喩へて說きたまへり。苦痛多く失望多くそこ^！勘 

更に多し、世尊は欲を肉片に喩へて說爸たまへり…乃至…世尊は欲を草炬に喩 

へて說きたまへり…乃至…世尊は欲を火坑に喩へて說きたまへり…乃至…世 

1よ^て翁/て兌き^ま/り…乃至…世尊は欲を借用物にprへて說きた 

乃至…世 

尊は欲を夢に喩へて說きたまへり…乃至…相衫名ぢ月书い^^ Is 

まへり…乃至…世尊は欲を樹果に喩へて說きたまへり…乃至…世尊は欲を屠 

殺場に喩へて說きたまへり…乃至…世尊は欲を刀杭に喩へて說きたまへり… 

3 Kヒ…t H欠ヒ它®てて^きたまへり、苦痛多く失望多くそC:に患難更 

殺場に喩へて說きたまへり…乃至…租霉I相 

乃至…#尊は欲を蛇頭に喩へて說きたまへり、苦痛多 

• • • 

に多し」と 

X德師なるアリッタ比丘は諸比丘によりて是の如く說かれても尙かの惡見 

を頑強に墨守し固執して主張せり、『友、實に我、世尊の說きたまへる法を了解 

十るが如くんば、世尊によりてこれ等は障道の法なりと說かれしものもこナを 

行ふものにとりて障道とな十に足らず」と。かの諸比丘は元鷹師なる了リッタ 

比Frをこの惡見より離れしむること能はざりしより彼の諸比丘世尊の御許に 



n35來りて世尊にこの由を白せり。その時世尊はこの因緣にょりて比丘衆を集め 

しめ給ひ元鷹師なるアリッタ比丘に問ひたまへり、「アリッタ、汝是の如き惡 

見を©せりと言ふは實なりや、『我世尊の.な十に足らずjと」。『世尊實に是 

の如し、我世尊の.足らず」と。『愚人、汝抑々誰に對ひて我是のipき法を說示 

せるを知るや、愚人、我種々の方便もて障道の法は障道なり、而してとれを行ふ 

ものには障道となるに足ると說きしに非ずや、我は欲は快味少なく苦痛多く失 

望多く、そこに患難更に多しと說けり、我は欲を骸骨に喻•へて說けり……我は欲 

を蛇頭に喻へて說けり、苦痛多く失望多く、そこに患難更に多し。然るを愚人 

汝は己の誤解ょりLて却て我等を誹謗しgらを破壞し多くの不善業を積めり、 

愚人、これ實に汝にとりて長夜に不利苦痛を致さん、愚人、これ未信者をして 

信^jしめ…乃至…諸比丘、汝等當に是の如くこの學處を誦ナベし- 

何れの比丘と雖も是の如く語らん、『我世苺の說示し給へる法を了解する 

が如くんば、世尊の障道法なyと說か机たる所のものはそ札を行ふものに 

とリて障道となるに足らず』と。諸比丘はこの比丘に斯く言ふべし、「具壽 



しか言ふこと勿机、世mを誹謗すること勿机、實に世尊に對する誹謗は善か 

らず、寶に俤は是の如く說き給はず、友、世尊は種々の方便もて障道法は障 

道なリ、而してこ机を行ふものにとyては障道となるに足ると說き給へU. 

と。この比丘諸比丘-ょリて斯く言はるゞも尙ほ固執せば諸比丘はそ机 

左捨てしむる爲に三度法て諫むべし、若し三度まて諫めてそを捨つ仇ば可 

なリ、若し捨てざ机ば波逸提なリ」と。 

ニーー f何れのjとは 盲味さる、比丘な 

r是の如く語らん」とは『我世尊の說示し給へる法を.障道となるに足らずjと 

言•ふなり。 

どの比丘Jとは是の如く語.る所の比丘なり。 

r諸比丘」とは見聞せる所の他比•丘にして彼等は言ふべきなり、『具壽、是の如 

く言ふと勿れ…•：障道となるに足ると說き <たまへり」と、二度言ふべし、三度言 

sふべし、若し捨つれば可な•セ、若し捨てざれば突吉羅なり。聞きて言はざれぱ突 

吉羅なり。彼の比丘は僧中に引かれて言はるべし、【具壽しか言ふこと勿れ… 



…障itとなるに足ると說き給へり」と、二度言はるべし、三度言はるべし、若し捨つ 

れば可なり、若し捨てざれば突吉羅なり。. 

彼の比丘は諫吿さるべし、諸比丘、是の如く諫吿さるべし、聰明堪能なる一比 

丘僧衆に唱言十べし- 

大德曆聽きたまへ、某甲比丘是の如き惡見を起せり、『我世尊の.障道と 

なるに足らず」と、而して菠この惡見を捨てず、若し僧伽に時可ならば僧伽 

は某甲比丘をかの見を捨てしむる爲に諫吿せん、これ白なり。 

大德僧聽きたまへ、某甲比丘.捨てず、僧伽は某甲比丘を、かの見を捨てし 

むる爲に諫吿十、諸大德中、某甲比丘を、かの見を捨てしむる爲に諫吿するを 

忍ずる者は默し、忍ぜざる者は說き給へ。我二度この事を言はん…乃至… 

我三度この事を言はん、大德僧……ものは說き給へ。 

某甲比丘はかの見を捨つる爲に僧伽によりて諫吿され已る、僧は忍じ給へ 

り、かるが故に默然し給ふなり、我この事を斯く了解す、と。 

白によりて突吉羅、二羯磨語によりて突吉羅、羯磨語の竟りに波逸提なり。 

波逸提六八 



137 二如法羯磨に如法羯磨想にて捨てざれば波逸提なり'm法羯磨に疑想にて… 

…如法羯磨に非法羯磨想にて捨てざれば波逸提なり。非法羯磨に如法羯磨想 

なるは突吉羅、非法羯磨に疑想なるは突吉羅、非法羯磨に非法羯磨想仓るは不犯 

なり。 

三諌吿されざる者、捨てたる者、癡狂者、最初の犯行者は不犯なり。 

波逸提六九 

I その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時六群比丘は知りつ 

つ.是の如き說をなし、法に從ひて處分を受けず、かの見を捨てざるアリッタ比丘 

と事を共にし或は共住し或は共宿せり。諸比丘の中少欲なる者.非難せり、 

『何ぞ九群比丘は知りつ、……，事を共にし或は共住し或杖共宿するや」と…乃至 

• :r諸比丘、汝等實に知りつ、.事を共にし共住し共宿するや/「實念り、世尊J0 

佛世尊呵貴したまへり..「愚人、汝等何ぞ知りつゞ……事を共にし共住し共宿 

するや、愚人、これ未信者をして信ぜしめ…乃至…諸比丘、汝等當に是の如く 

I 



この學處を誦すべし 

何机の比丘と雖も知yov是の如き說をなし、法に從ひて處分を受けずそ 

の見を捨てざる者と0を共にし或は共住し或は共宿す仇ぱ波逸提なリ」と 

一一丨一 「何れの」とは.意味さる、比丘なり。 

「知る」とは自ら知り或は他人が彼に語り或は彼が語•るなり。 • 

「是の如き說をなす者」とは、「我世尊により說示されたる法を了解するが如く 

んば、世尊が障道法と說き給へる所のものはこれを行ふ者にとりて障道となる 

に足らず」と、是の如き說をなす者なり。 

「法に從ひて處分を受けざる者」とは擧罪せられて未だ復權せざる者なり。 

「その見を捨てざる者と共に」とはこの見を捨てざる者と共になり。 

「事を共にすれは」とは共事とは二種の共事あり、食共事と法共事なり、食共事と 

は食を與へ或は受け取れば波逸提なり。法共事とは〔法を1し或は誦せしむる 

なり、句によりて誦し或は誦せしむれば句每に波逸提なり、字によりて誦じ或は 

誦せしむれば字每に波逸提なり。 

波逸提六九 二一七 

〇 
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「或は共住し」とは擧罪されたる者と共に布薩或は自恣或は僧羯磨をなせば波 

逸提なり。 

「或は共旨すれは」とは一方を覆へる所にて擧罪せられたる者の臥する所に比 

丘臥すれは波逸提なり、比丘臥する所に被擧者臥すれば波逸提なり、兩者臥す.れ 

ば波逸提なり、立ちて很屢々臥すれii各一波逸，提なり。 

二被擧者に被擧者想にて共事し或は共住し或は共宿すれば波逸提なり、被擧 

者に疑想にて……突吉羅、被擧者に非被擧者想にて……不犯*り。非被擧者に 

被擧者想なるは突吉羅、非被擧者に疑想なるは突吉羅'非被擧者に非被擧者想な 

るは不犯なり。。 

三被擧者に非ずと知る、擧せられて很權せる者なりと知る、かの見を捨てたる 

者なりと知る、癡狂者、最初の犯行者は不犯なり。 
r - V 

•: 波逸提リ七〇 

一 その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。時にカンダカと名づくる 



沙彌は是の如き惡見を起せり、「我世尊の說示したまへる法を了解するが如く 

んば世尊の障道法なりと說きたまふ所はこれを行ふものにとりて障道となる 

に足らず」と。諸比丘聞けり、カンダカと名づくる沙彌は是の如き惡見を起せり 

と：.〔波逸提六八、1參照、，元溉師なるアリッタ比丘，ヒ，カンダカ沙彌，とし、，アリ'ソタ，を「カンダカ』とし、 

彼の比丘に答ふる中，友ょ>く大與とすべし〕…愚人、これ未信者をして信ぜしめ…乃至… 

已信者をして他に轉向せしむるものなり」と。呵責したまひて說法し諸比丘に 

日へり、「然らば諸比丘、僧伽はカンダカ沙彌を擯滅すべし、諸比丘、是の如く 

139檳滅すべしI 

「友、カンダカ、今日以後汝はこの世尊は汝の師なりと稱すベからず、他の沙彌 

が諸比丘と共に二夜三夜同宿することを得るも汝にはそれをも得ず、遠く去り 

消え失せょ」と。•かくて僧伽はカンダカ沙彌を檳減せり。 

その時六群比丘は知りつ、是の如く擯滅されたるカンダカ沙彌を慰撫し、或 

は給仕し、事を共にし、又同宿せり。諸比丘の中少欲なる者……非難せり、r何ぞ 

六群比丘は知りつ、是の如く擯滅されたるカンダカ沙彌を慰撫し給仕し又事 

波逸提七〇 



を共にし同宿するや」と…乃至…「諸比丘、汝等實に知りつ、是の如く擯滅され 

たるカンダカ沙彌を慰撫し給仕し又事を共に.し同宿するや」。「實なり、世尊」。佛 

世尊呵責したまへり、「愚人、何ぞ汝等知りつ\ .同宿するや愚人これ未 

一一一日者を信ぜしめ…乃至…諸比丘、汝等當に是の如くこの學處を誦すべし- 

若し又沙彌かく言はん、『我世尊の說HTしたaへる法を了解するが如くん 

ま、世尊が障道法なリと說きたまひし所のものはこ^を行ふものにとyて 

.障道となるに足らず』と。諸比丘はこの沙彌に斯く言ふべし、『友なる沙彌、 

是の如く言ふこと勿机、世苺左誹謗すること勿机、實に世尊に對する誹謗は 

善からず、责に世尊は是の如く說きた3:はK友なる沙搿、世尊は種々の方 

便もて障道法は障道なリ、而してこ机を行ふものにとyて障道となるに足 

ると說きたまへリ』と。かの沙搿諳比丘にかく言は机て尙そ机を固執せば 

その沙彌は諸比丘にょ=>斯く言はるべし、『友なる沙搿、今日以後汝はこ 

の世尊は汝の師なリと稱すべからず、他の沙彌が諸比丘と二夜三夜同宿す 

ることを得るも汝にはそ机をも得ず、遠く去リ、消へ失せょ』と。何机の比丘 
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と雖も知yつゞ是の如く按滅さ机たる沙彌を慰掐し或は給仕し或は^を 

共にし或は同宿す*,ば波逸提なリ％と 

二—一「サ 1ritT-栌定されたるものrとは沙彌なり。 

「かく言はん」とは「我世尊の.障道となるに足らず」と言ふなり。 

「この沙彌」とは是の如き說をなす所のその沙彌なり。 

「諸比丘」とは見聞したる所の他の比丘なり。彼等は言ふべし、『友なる沙彌、 

是の如く言ふこと勿れ.行ふものにとりて障道法なり」と、二度言ふべし、三度 

霄ふべし。若し捨っればそは可なり、若し捨てざれば諸比丘はかの沙彌に斯く 

言ふべし、「友なる沙彌、今日以後……消へ失せょ」と。 

「何れ®とは.意味さる、比Eなり。 

「知りて」とは自ら知り或は他の者彼に語り或は彼が語るなり。 

の如く檳滅されたる」とは斯く擯滅されたるなり。 

「沙彌〖と指定されたるものrとは沙彌なり。 

「慰撫し」とは彼に「我鉢或は衣或は讀誦、或は質問を與ふべし」と言ひて慰撫すれ 

波逸提七〇 ニニ 



ば波逸提なり。 

「給仕し」とは彼に粉藥或は粘土或は楊枝或は含嗽水を取らしむれば波逸提な 

り〇 

「事を共にし」とは共事とは二種の共事あり、食共事と……字每に波逸提なり。 

『同宿すれは」とは一方を覆へる所にて擯滅沙彌臥する所に比丘臥すれば波逸 

提なり、比丘臥する所に擯滅沙彌臥すれは波逸提なり、兩者臥すれば波逸提なり、 

立ちて很屢々臥すれば波逸提なり。 

二擯滅者に擯滅想にて慰撫し或は給仕し或は共事或は同宿すれば波逸提な 

り、擯滅者に疑想にて.突吉羅なり、擯滅者に非檳滅想にて.不犯なり。非 

擯滅者に擯滅想なるは突吉羅、非檳滅者に疑想なるは突吉羅、非檳滅者に非擯滅 

想なるは不犯なり。 • 

三 非擯滅者なりと知る、かの見を捨せるものなりと知る、擬狂者、最初の犯行者 

は不犯なり。 

第七有蟲水品 

_ノ 



その攝頌 

故意殺、有蟲、發諍、覆藏蟲罪1:十歲未滿 

盜隊、豫約、アリッタ、被擧のカンダカこれ卽ち十學處なり 

波逸提七I 

一 その時佛世尊は僑賞彌國、瞿師羅園に在しき。その時具壽MJ1は非法を行 

ぜり。諸比丘はかく言へり、「友、闡陀、是の如きをなす勿れ、これ浄法に非ず」と。 

彼はかく言へり、「友、我他の堪能持律の比丘に尋問せざる間はこの學處を學 

持せざるべし」と。諸比丘の中少欲なる者.非難せり、「何ぞ具壽闡陀は諸比 

丘より如法に言はれて斯く言ふや、f友、我他の.學持せざるべし』と':乃至 

…「闊陀、汝實に諸比丘によりて如法に言はれて斯く言ふや」『友、我他の. 

學持せざるべし』と」。r實なり、世尊"〇佛世尊呵責したまへり、r愚人、汝何ぞ諸比 

丘により如何に言はれて斯く言ふや、『友、我他の……學持せざるべし』と、愚人、 

これ未信者をして信ぜしめ…乃至…諸比丘、汝等當に是の如くこの學處を誦 

波逸提く 



すべし—— 

何机の比丘と雖も諸比丘によリ如法に苣は机ながら斯く言はヒ、『友、我 

他©堪能持律の比丘に尋問せざる間はこの學處を學持せざるべし^^、〔こ 

仇菠逸提なy。諸比丘、學戒の比丘は攻究すべし®問すべし^〇すべし、 

こ机かVる時の法な夕と。 

ニーー 1何れの」とは.意味さる、比丘/なり。 

「諸比丘により」とは他の諸比丘によりてなり。 

「如法に」とは世尊によりて制せられたる學處、これを如法と名づく、これにより 

て言はれながら斯く云ふ、『友、我他の堪能者、持律者、智慧者、賢者、多聞者、如法說 

法者の比丘に尋問せざる間は……と言へば波逸提なり。 

二受具者に受具者想にて是の如く言へば波逸提なり、受具者に疑想にて. 

ぬ受.者^未受具者想にて是の如く1言へば波逸提なり.。制戒せられざることに 

.よりて言はれる時「こは制邪、除惡、端正、敬重、精進の爲に利あらず」とて斯く言ふ、『，友" 

我他の堪能者、持律者^慧者、賢者、多聞者、如法說法者の比丘に尋問せざる間はこ 

VA 



の學處を學持せざるべし」と言へば突吉羅なり。未受具者が制戒或は未制戒の 

ことをもつて言ふ時「こは制邪……利あらず」とて斯く言ふ、「友、我他の堪能者、 

持律者、智慧者、賢者#聞者、如法說法者の比丘に尋問せざる間はこの學處を學持 

せざるべし」と言へば突吉羅なり。未受具者に受具者想なるは突吉羅、未受具者 

に疑想なるは突吉羅、未受具者に未受具者想なるは突吉羅なり。 

「學戒の」とは戒を學持せんと欲するものなり。 

「攻究すべし」とは知るべきの意なり。 

「尋問すべし」とは「大德こは如何にし〔說かれ一、この意義は何なるやと〔問ふな1。 

「熟慮すべし」とは反省すべく、比考すべしとの意なり。 

「これか、る時の法なり」とはこれか、る時の如法なりとの意なり。 

三我知り、學持せんといふ、」擬狂者、最初の犯行者は不犯なり。 

波逸提七二 

一 その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時世尊は諸比丘の爲 

波逸提 
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に種々の方便もて律を說き#を讃歎し、解律者を讃歎し、繰返して具壽優波離を 

讃歎したま、り。諸比丘は「世尊は種々の方便もて.具壽優波離を讃歎した 

まふ'いで友、我等具壽優波離の許にて律を學はん」とて彼等衆多の比丘は上座 

も下座も中座も具壽優波離の許にて律を學ベり。 

そD寺六群比丘はかく思惟せり、「友、今衆多の比丘、上座も.學ぶ、若し彼 

等律に通ずれば何處にても、何事にても、如何程にても我等を〔罪ありと〕牽き出し 

引き廻すべし、いざ友、我等律をP謗せん」と。かくて六群比丘は諸比丘の許に 

到りてかく言へり、「これ等の小小戒の說示せられて何の用かあらんそは疑惑 

と苦惱と混亂とに導くのみ」と。諸比丘の中少欲なる者.非雛せり、「何ぞ六 

群比丘律を辭謗するや」と…乃至…「諸比丘、汝等戒律を緋謗すると云ふは實な 

りや」。『實なり、世尊1-〇佛世尊呵貴したまへり、「愚人、汝等何そ律を！^謗するや 

愚人、これ未信者をして信ぜしめ…乃至…諸比丘、汝等當に是の如くこの學 

處を誦すべし 

何れのIt丘と雖も波慈提木叉の說HTせらるV時かく言はん、『これ等の小 

I 



小戒の說示せら机て何の用かあらん、そは疑惑苦惱混亂に導くのみ1、〔か 

<戒を誹謗するは波逸提なリ」と。 

ニーー 「何れの」とは.意味さる、比丘なり。 

『波羅提木叉の說示せらる時」とは誦し或は誦せしめ或は學習する時なり。 
% 

「かく言はん」とは「これ等の小小戒の說示せられて……導くのみ」と言ふなり。 

『これを學ぶ者には疑惑あり苦惱あり混亂あり、これを學ばざる者には疑惑な 

く苦惱なく混亂なし、これを誦せざること勝る、これを取り上げざること勝る、こ 

れを學ばざるが勝る、これを持せざるが勝る、律は消滅せょ、この諸比丘は通嘵せ 

ざるべし」と受具者に對ひて律を誹謗すれば波逸提なり。 

二受具者に受具者想にて律を誹謗すれば波逸提なり、受具者に疑想にて. 

受具者に非受具者想にて 波逸提なり。他の法を誹謗すれば突吉羅なり、未 

受具者に對ひて律或は他の法を誹謗すれば突吉羅なり。未受具者に受具者想 

144なるは突吉羅、未受具者に疑想なるは突吉羅、未受具者に未受具者想なるは突吉 

羅なり。 

波逸提七 



分別(大分SI) 

三誹謗せんと欲するに非ずして「來れ、汝經或は伽陀或は論を學ベ、〔而して一後 

に律を學ぶべし」と言ふ、癡狂者、最初の犯行者は不犯なり。 

波逸提七三 
一その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時六群比丘は非法を 

行じて、『知らざるにより犯ぜるものと知るべし」とて波羅提木叉の說一矿せらる 

る時かく言へり、『我等は今始めてこの法の戒經中に含まれ戒經中に收めらt 

て半月每に說示せらる、ことを知りたり」と。諸比丘の中少欲なる者.き難 

せり、「何ぞ六群比丘は波羅提木叉の說示せらる、時是の如く云ふや、『*…： 

り.こり』と」…乃至…「諸比丘、汝等實に波羅提木叉の說示せらる、時是の如く云 

ふり、、『.知りたり』と」。「{貫な夂世尊/佛世尊呵責したまへり、『愚人汝等何 

ぞ波羅提木叉の說示せらる、時是の如く云ふや、『.知りたり』と、愚人、これ 

未言者をして！！-M5ぜしめ…乃至…諸比丘、汝等當に是の如くこの•學處を誦すべ 



何机の比丘と雄も半月毎に波羅提木叉の說示せらる、時かく言はん、『我 

は今飴めてこの法の戒經中に含tfll戒經中に收めら仇て半月毎に脫示せ 

らる、ijとを知るなyJHJ。若し他の諸比丘がこの比丘の己前二三度そ^ 

以上は勿Is、玻II提木叉の說示せらるVに列席せるを知る時はこの比丘知 

らざるの故を以て免るVことなし。その®合彼の犯せる所の罪を法に從 

ひて處分すべきなリ、更に彼の無知を呵すべし、『友、汝は波羅提木叉の說 

示せらる、時一心C念ならざる故に汝は利得を失ひしなリ』と、この無知の 

故に波逸提なリ」と。 

145二1一「何れの」とは 盲味さるゞ比丘なり 

『半月每に」とは布薩時每になり。 

「波羅提木叉の說示さる、」時とは〔和尙が一誦する時なり。 

「かく言はん」とは非法を行じて知らざるによりて犯せるなりと知るべしとて 

波羅提木叉の說示せらる、時かく言ふ、「我は今始めて.知るなり」と、突吉羅 

な气 * 

波逸提七三 

I 



「この〔比丘を)」とは欺かんと欲する比丘をなり、諸比丘この比丘の已前.無 

知を可すべし。諸比丘、是の如く呵すべし、聰明堪能の'比丘僧伽に唱言すべ 

€ 

大德曾聽きたまへ、この某甲比丘は波羅提木叉の說示せbるゞ時一心專念 

ならず、若し曾伽に寺可ならば僧伽は某甲比丘に無知の罪を課せんこれ白 

大德僧磬きたまへ、この某甲.專念ならず、僧伽は某甲比丘に無知の罪を 

課せん、諸大德中某甲比丘に無知の罪を課するを忍ずるものは默然したま 

へ、忍ぜざるものは說きたまへ。 

僧は某甲比丘に無知の罪を課し竟れP、憎は忍じたまへり、……我力く 了解す_ 

無知罪を課せられずして知らずと言へば突吉羅なり、無知罪を課せられて〔尙】 

知らずと言へ.> ば波•逸提な衫0 

二如法羯磨に如法羯磨想にて無知と言へば波逸提なP、如法羯磨に疑想にて 

……如法羯磨に非法羯磨想にて無知となせば波逸提なり。非法羯磨に如法羯 



磨想にて無知とすれば突吉羅、非法羯磨に疑想にて無知とすれば突吉羅なり、非 
舞 

法羯磨に非法羯磨想なるは突吉羅なり。 

三未だ〔律の5說を聞かず、二三度以內廣說を聞く、欺く©意なし、癡狂者、最初の 

犯行者は不犯なり。 

波逸提七四 

| その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時六群比丘は瞋り喜 

146ばずして十七群比.丘を打ち彼等は泣けり。諸比丘いはく、「友、汝等何が故に 

泣く^。「友、かの六群比丘等瞋り喜ばずして我等を打てり」と。諸比丘の中少 
欲なるもの……非難せり、「何ぞ六群比丘は瞋り喜ばずして諸比丘を打つや」と 

…乃至…「諸比丘、汝等瞋り.實なりや」。「實なり、世尊」。佛世尊呵責したまへ 

り、「愚人、汝等何ぞ瞋り……打つや、愚人、これ未信者をして信ぜしめ…乃至 

……諸比丘、汝等當に是の如くこの學處を誦すべし—— 

何れの比丘と雖も比丘を頤リ喜ばずして打てば波逸提なリ」と。 

波逸提七四 



二丨一 「何れのJとは.意味さる、比丘なり。 

『比丘を」とは他比丘をなり。 

r瞋り喜ばずして」とは滿足せず憤懣し不氣嫌なるを言ふ。 

「打つ」とは身によ幻或は身に持てるものによ^'或は投げたるものにより-てた 

とへ蓮葉程にても打てば波逸提なり。 

二受具者に受具者想にて瞋り喜ばずして打てば波逸提な見受具者に疑想に 
て……受具者に未受具者想にて……波逸提なり。未受具者に脈り喜ばずして 

打てば突吉羅なり，未受具者に受具者想なるは突吉羅、未受具者に疑想なるは突 

羅、未受具者.に未受真者想なるは突吉羅念り。 

三何物かによりて惱まされ【それをIれんとして打つ、癡狂者、最初の犯行者は 

不犯なり。‘ • • 
< t * « 

* ふ .噗. 

波逸提七五 

一.その時弗世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時六群比丘は膜り喜 



147ばずして十七群比丘に對ひて手を擧げたり。彼等は打たる、を恐れて泣けり、 

諸比丘いはく、「友、汝等何が故に泣くや」。「友、かの六群比丘等瞋り喜ばずし 

て芡等に對ひて手を擧げたり」と。諸比丘の中少欲なる者.非難せり「何ぞ 

六群it丘IIり喜ばずして十七群比丘に對して手を擧ぐるや」と…乃至：•「諸比丘 

汝等瞋り喜ばずして十七群比丘に對して手を擧ぐると言ふは實なりや」「實な 

り、世尊」。佛世尊呵責したまへり、「愚人、汝等何ぞ瞋り•：…擧ぐるや、愚人、こ 

れ未信者をして信ぜしめ…乃至…諸比丘、汝等當に是の如くこの學處を誦す 

べし 

何れの比Eと雖も比丘に對ひてBSり喜ばずして手を擧ぐ仉ば波逸提な 

111「何れの」とは it味さる、比丘なり。 

「比丘に對ひて」とは他比丘に對ひてなり。 

『18¢喜ばずして」とは.不氣嫌なるを言ふ。 

r手を擧ぐ」とは身により或は身に持てるものによりてたとへ蓮葉程にても擧 

波逸提七五 



ぐれば波逸提なり。 

二受具者に受具者想にて瞋り喜ばずして手を擧ぐれば…〔波逸提七四、二參照>:逃 

吒んとして手を擧ぐ、癡狂者、最初の犯行者は不犯なり。 

波逸提七六 

I その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時六群比丘は他比丘 

を無根の僧殘罪をもつて訴謗せり。諸比丘の中少欲なる者.非難せり、「何 

ぞ六群比丘は他比丘を.謎謗するや4…乃至…「諸比丘、汝等.誹謗する 

と言ふは實なりや」。r實なり、世尊」。佛世尊呵責したまへり、1愚人、汝等何ぞ… 

…誹謗するや、愚人、これ未信者をして信ぜしめ…乃至…諸比丘、汝等當に是 

の如くこの學處を誦すべし— 

何れの比Eと雖も比丘を無根のIt殘をもつて誹謗す机ば波逸提なリ」と。 

—一 「何れの」とは 意味さる-^比丘な 

「比丘をIとは他比丘をな 



「無根」とは見ず聞かず嫌疑なきなり。 

「曾殘をもつて」とは十三〔僧殘一中の一をもつてなり。 

『緋謗すれば」とは非難し或は非難せし1>れば波逸提なり 

二受具者に受具者想にて無根僧殘をもつて誹謗すれば波逸提なり、受具者に 

疑想にて……受具者に未受具者想にて……波逸提なり。〔餘の】汚行、惡見をもつ 

て誹謗すれば突吉羅なり、未受具者を誹謗すれば突吉羅なり。未受具者に受具 

者想なるは突吉羅、未受具者に疑想なるは突吉羅、未受具者に未受具者想なるは 

突吉羅なり。 

三昕く〖犯ぜりとIIひて非難し、或は非難せしむ、癡狂者、最初の犯行者は不犯な 

波逸提七七 

その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時六群比丘は故意に 

七群Jt丘に疑馏を與へたり、『友、世尊は二十歲未滿の者は受具を得べから 

三五 



ずと戒を制したまへり、然るに汝等は二十歲未滿にして受具したり、汝等は我等 

にとりては未受具者にあらずや」と、彼等泣けり。諸比丘、かく言へ ■友、汝等 

何が故に泣くや」。『友、かの六群比丘等我等に故意に疑惕を與ふJと。諸比丘の 

149中少欲なる者.非難せり、「何ぞ六群比丘故意に諸比丘に疑惱を與ふるや」と 

…乃至：』諸比丘、汝等•…：與ふと云ふは實なりや」。「實なり、世尊」。佛世尊呵責 

したまへり、「愚人、汝等何ぞ……與ふるや、愚人、これ未信者をして信ぜしめ 

…乃至…諸比丘、汝等當に是の如くこの學處を誦すべし- 

何仇の比丘と雖も故意に比丘に疑lis與ふ仉ば、かくして少時にても彼に 

不安あらしめんとし、このnil機にてなし他に非ざ仉ば、波逸提なyjと。 
*••,•• • • • • ►» f • • • 

二丨一 「何れの」とは.意味さる、比丘なり。 
. ，•• - ••—»■• J 

、比丘にjとは他比丘になり。..：. 

『故意に」とは知り’認め、目的を持し留意して行ふなり。 

『疑惱を與ふれば」とは『汝は實に二十歲未滿にして受具せり、汝は確かに非時に 
• • •• • '1 I » ••s4，*••.** - • • • • • . m ••• • 

食せり、汝は確かに酒を飲めり、汝は確かに祕密に女人と坐せり」と〔言ひ〕疑惱を起 

I 



せば波逸提なり。 

『この動機にてなし他に非ざれば」とは何等か他の動機ありて疑惱を與ふるに 

非ざるなり。 

二受具者に受具者想にて故意に疑惱を與ふれば波逸提念り、受具者に疑想に 

て……受具者に未受具者想にて……波逸提なり。未受具者に故意に疑惱を與 

ふれば突吉羅なり、未受具者に受具者想なるは突吉羅、未受具者に疑想なるは突 

吉羅、未受具者に未受具者想なるは突吉羅なり。 

三疑惱を與ふる意なくして1汝は確かに二十歲未滿にて受具せり、汝は非時に 

.坐せり、やよ汝知るべし、後に至りて汝に疑惱あらしむること勿れ」と言ふ、癡 

狂者、最初の犯行者は不犯なり。 

波逸提七八 

I その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時六群比丘は■諸善比 

丘と鬪諍せり。善比丘等斯く言へり、「友、かの六群比丘等は無慚愧者なり、彼 

波逸提七八 



等と鬪諍すること能はず」と。六群比丘は斯く言へり、「友、汝等何が故に我等 

を無慚愧の語をもつて侮蔑するや」。「友、汝等何處にて聞けるや」。「我等は具壽 

等の近くに屛聽して立てり」と。諸比丘の中少欲なる者……非難せり、「何ぞ六 

群比丘は〔己とM諍を生じ不和を生じ口論せる比丘等の近くにて屏聽して立つ 

や」と…乃至…「諸比丘、汝等鬪諍を……立つと言ふは實なりや」。「實な夂世拿」。 

佛世尊呵責したまへり、「愚人、汝等何ぞ鬪諍し……立つや、愚人、これ未信者 

をして信ぜしめ…乃至…諸比丘、汝等當に是の如くこの學處を誦すべし—— 

何仇の比丘と雖も〖己が_諍を生じ不和を生じ口論せる諸比丘の近くに屏 

聽して立たば、『我彼等の言はんとする所を纏かん』とて、この動機にてなし 

他に非ざ乳ば波逸提なリ」と。 

二—一 「何れの」とは.意味さる、比丘なり。 

「諸比丘の」とは他の諸比丘のなり。 

「鬪諍を生じ不和を生じ口論せる者の」とは紛諍を起せる者のなり。 

「近くに屛聽して立たば」と.は彼等ょり聞きて非難せん、攻撃せん、困惑せしめん 



とて行けば•突吉羅なり、そこに立ちて聞けば波逸提なり、後ょり行ける者が聞か 

んとて急ぎ行けば突吉羅、そこに立ちて聞けば波逸提なり。先に行ける者が聞 

かんとて後へ殘れば突吉羅、そこに立ちて聞けば波逸提なり。他比丘の立てる 

所、或は坐せる所、或は臥せる所に行きては他人の密語せるに臀咳をなし話しか 

15]くべし、若し罄咳せず或は話しかけざれば波逸提なり。 

「この動機にてなし他に非ざれば」とは他に何等かの理由ありて近くに屏聽し 

て立つに非ざるなめ。 

二受具者に受具者想にて近くに屛聽して立てば波逸提なり、受具者に疑想に 

て……受具者に未受具者想にて……波逸提なり。未受具者の近くに屛聽して 

立てば突吉羅なり。未受真者に受具者想♦なるは突吉羅、未受具者に疑想なるは 

突吉羅、未受具者に未受具者想なるは突吉羅なり。 

三 彼等に聞きて【爭論を自ら〕留め、止め、治めんとし、in一らを〔爭論より〕脫せしめん 

とて行く、癡狂者、最初の犯行者は不犯なり。 

波逸提七八 

I 



■广チ<rsinw 

波逸提七九 
一その時佛世尊は舍衞城、祗樹給孤獨園に在しき。その時六群比丘は非法を 

一^じて各自に對して羯磨のなされる時【これを〕遮せり。〔異〕時に僧伽は事ありて 

集められたりき。六群比丘は作衣しつ、あり、一比丘'承諾を興へたり。時に 

曾衆は『友、この六群比丘た♦、一人来れり、いざ我等彼に對ひて羯磨を作さん」と 

C彼に對して錫磨をなせり。かくてこの比丘六群比丘の許に?Iれり六群比 

&はこの比丘にかく言へり、「友、僧衆は何事をなせるや」。『友、僧衆は我が與 

に羯磨を作せり/「友、我等は汝の^に羯磨をなすと言ふその爲に承諾を與へた 

るに非ず、若し我等汝の與に羯磨をなすと知れば我等は承諾を與へざるなり」と, 

諸比丘の中少欲なる者……非難せり、「何ぞ六群比丘は如法の羯磨に承諾を 

與/て後に至りて不平を唱ふるや」と…乃至…「諸比丘、汝等如法の羯磨に承諾 

®を—へ後に到りて不平を唱ふると言ふは實なりや」。「實なり、世尊」。佛世尊呵責 

したまへり、「愚人、汝等何ぞ如法の……唱ふるや、愚人、これ未信者をして信 

ぜしめ…乃至…諸比丘、汝等當に是の如くこの學處を誦すべし- 

VA 



何仇の比丘とgliも如法の羯磨に承諾を與へ(與欲)後に至リて不平を唱ふ机 

ば波逸提なリ」と 

ニーー 「何れの」とは 意味さる、比丘な 

「如法の羯磨」とは求聽羯磨、單白羯磨、白二羯磨、白四羯磨の法により律により師 

敎によりて行はる、もの、これを如法の羯磨と言ふ。承諾を與へて不平を言へ 

ば波逸提なり。 

二 如法羯磨に如法羯磨想にて承諾を與へて不平を言へば波逸提なり、如法羯 

磨に疑想にて……突吉羅なり、如法羯磨に非法羯磨想にて 不犯なり。非法 

羯磨に如法羯磨想なるは突吉羅、非法羯磨に疑想なるは突吉羅、非法羯磨に非法 

羯磨想なるは不犯なり。 

三非法によりて或は別衆によりて、或は羯磨に相當せざる者に對して羯磨の 

なされたるを知りて不平を言ふ、癡狂者、最初の犯行者は不犯なり。 

波逸提八〇 

波逸提八〇 

a 



その時弗世®は舍衞城'祇樹給孤獨園に在しき。その時僧衆事ありて集め 

られたり。六群比丘は作衣をなしつ、あ 比丘に承諾を與 時に僧 

加はその爲に集まりたる羯磨をなさんとて吿示をなせり。時にかの比丘は「彼 

〔の六群比丘一等同じく各自に對して羯磨をなす、諸師は何人に對して羯磨をなす 

や」とて承諾を與へずして座より立ちて去れり。諸比丘の中少欲なる者……非 

難せり、-r何ぞ比丘、僧伽に於て決斷すべき議の起りし時承諾を與へずして座 

153より起ちて去るや」と…乃至…「比丘、汝僧伽に於て決斷すべき議の.去ると 

言ふは實なりや」。「實なり、世尊」。佛世尊呵貴したまへり、「愚人、汝何ぞ僧伽に 

於て決斷すべき議の.去るや、愚人、これ未信者を信ぜしめ…乃至…諸比丘、 

汝等當に是の如くこの學處を誦すべし- 

何仇の比丘と雖も僧伽に於て決斷すべき^の起仉る時承諾を與へずして 

座を起ちて去Tflば波逸提なy」と。 

1一 「何れの」とは 意味さる、比丘なり。 

「僧伽に於て決斷すべき議」とは或は事件が布告され居り、或は提議(白)が未だ決 

TA 
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せられず、或は羯磨語が未だ竟らざるなり 

「承諾を與へずして座より起ちて去れば」とは「何ぞや、この羯磨は不確定にして 

不和合なり、作すべからず」とて行けば突吉羅なり、衆中より申手內に去れば突吉 

羅、申手外に去れば波逸提なり。 

二如法羯磨に如法羯磨想にて承諾を與へずして座より起ちて去れば波逸提 

なり、如法羯磨に疑想にて.突吉羅なり、如法锚磨に非法羯磨想にて.不犯 

なり。非法羯磨に如法羯磨想なるは突吉羅、非法鉍磨に疑想なるは突吉羅、非法 

羯磨に非法羯磨想なるは不犯なり。 

三僧伽に鬪諍木和.•喧曄•口論あるべしとて行く、破僧或は僧不和合あるべしと 

て行く、非法により或は別衆により或は羯磨に相當せざる者の爲に羯磨がなさ 

るべしとて行く、病にて行く、病者の所用にて行く、大小便を催して行く、羯磨を遮 

する意なく復歸り來らんとて行く、癡狂者、最初の犯行者は不犯なり。 

波逸提八| 

波逸提八一 一一四三 



その時佛世尊は王舍城、迦蘭陀竹林園に在しき。その時具壽7^故摩 
ラブツタ 

3:羅rfは 

僧伽の爲に坐臥具を分ち請食を配分せ かの具壽の衣服汚損せり。その時 

僧伽は一衣を得たり。かくて僧伽はこの衣を具壽沓婆摩羅子に贈れり。六群 

比丘は譏嫌非難せり、「諸比丘は，親厚に從ひて僧伽の所得を他に施せり」と。諸 

比丘の中少欲なる者 非難せり、「何ぞ六群比丘は和合僧によりて衣を與へ 

たるに後に至りて不平を唱ふるや」と…乃至…「諸比丘、汝等和合僧 唱ムる 

と言ふは實なりや」。r實な久世尊」。佛世尊呵責したまへり、「愚人、汝等何ぞ和 

合僧.唱ふるや、愚人、これ未信者をルて信ぜしめ…乃至…諸比丘、汝等當 

に是.の如くこの學處を誦すべしI— 

何仇の比丘と雖も和合僧によyて衣を與へたるに後に至リて『諸比丘は親 

Eに從1>て僧伽の所得を他にii與せ=>」と不平左唱ふ仇ば波逸提なリ」と。 

ニーー 「何れの」とは.意味さる、比丘なり。 

「和合」とは僧衆が同一界に於て等しく共住者として存するなり 

「衣rとは六種衣中の一衣にして淨施すべき最下量〖以上〕を言ふ。 



「與へjとはgら與へてなり 

「親厚に從ひてjとは友たるに從り、知人たるに從り、親友たるに從り、同一和尙た 

るに從り、同一阿闇梨たるに從りてなり。 . 

r僧伽©とは僧伽に施與されたるものなり。 

「所得」とは衣服飲食臥具病資具たる藥湯乃至は粉藥塊•楊枝•未織の糸なり。 

155「後に至りて不平を言^とは僧伽にょりて選定されたる受具者なる坐臥具の 

分配者、或は請食への差遣者、或は粥の分配者、或は果物の分配者或は硬食の分配 

者、或は雜細物の分配者に衣の與へられたるに不平を言へば波逸提なり。 

二 如法羯磨に如法羯磨想にて衣の與へられたるに不平を言へば波逸提なり、 

如法羯磨に疑想にて……如法羯磨に非法羯磨想にて……波逸提なり。他の資 

具の與へられたるに不平を言へば突吉羅なり。僧伽にょりて選定されざる受 

具者なる坐臥具の分配者……雜細物の分配者に衣或は他の資具の與へられた 

るに不平を言へば突吉羅なり。僧伽によりて選定され或は選定されざる未受 

具者なる坐臥具の分配者或は……雜細物の分配者に衣或は他の資具の與へら 

VA 



れたるに不平を言へば突吉羅なり。非法羯磨に如法羯磨想なるは突吉羅、非法 
« 

羯磨に疑想なるは突吉羅、非法羯磨に非法^磨想なるは不犯なり。 

三事實愛瞋擬怖によりて作せるものに對し、「彼に與へて何の利益ぞ、利得を 

失ふべきのみ、正しく行はれざるなり」と不平を言ふ、癡狂者、最初の犯行者は不犯 

波逸提八二 

I その時佛世i:は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時舍衞城に於ける或 

る一群の人々「食せしめて後衣を施さん」とて僧衆に對し衣服を具する食を準備 

せり。時に六群比丘はかの人々の許に到りてかく言へり、「賢者 これ等の衣 

をこれ等の比丘に與へよ」と。「大德、我等與へず、我等に對して僧伽より毎年具 

衣の乞食なさる、なり」。『賢者、僧伽には多くの施與物あり多くの食あり、これ 

等t六群比丘〕は汝等に依止し汝等を見、此處に住す、汝等若し彼等に興へざれば誰 

156人か與へん、賢者、これ等の衣をこれ等の比丘に與へよ」と。かくて彼の一群の 

fA 



人々は六群比丘に強いて請はれかく準備せし衣を六群比丘に與へ僧伽には食 

【のみ)を施せり。 

諸比丘の中僧伽に衣を具せる施食の準備さる、を知り而も六群比丘に與 

られたるを知らざる者かく言へり、「賢者、僧衆に衣を施せj。「大德、〔衣は〕あら 

ず、かく準備せし衣は諸師等六群に廻入せり」と。諸比丘の中少欲なる者……非 

難せり、「何ぞ六群比丘は知りて僧伽の所得として寄進せんとするものを個人 

に廻與するや」と…乃至…「諸比丘、汝等知りて僧伽の.廻與すると云ふは實 

なりや」。「實なり、世尊」。佛世尊呵責したまへり、「愚人、汝等何ぞ知りて僧伽 

の所得として……廻與十るや、愚人、これ未信者を信ぜしめ…乃至…諸比丘、 

汝等當に是の如くこの學處を誦十べし—— 

何机の比丘と雖も知yて僧伽の所得として寄進せんとするものを個人に 

廻與すれば波逸提なリ」と。 

二—一 「何れの」とは.意味さる、比丘なり。 

「知り?とは或は自ら知り或は他の者彼に語り或は彼語るなり。 
一_ I _ _V 
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「增伽の一とは僧伽に施與されたるものなり。 

『所得」とは衣服•飲食•臥*病資具たる藥湯乃至粉藥塊•楊枝•未織の糸なり。 

「寄進せんとするもの」とは「我等施與せん」、「我等作らん」との語が發せられたる 

なり、それを個人に廻與すれば波逸提なり。 • 

二寄進せんとするものに寄進物想にて個人に廻與すれば波逸提なり、寄進物 

に疑想^て個人に51與すれば突吉羅なり、寄進物に非寄進物想にて個人に廻與 

すれ^不n：一なり。僧伽に寄進せんとするものを他の僧伽或は塔廟に廻與すれ 

ば突吉羅なり、塔廟に寄進せんとするものを他の塔廟或は僧®或は個人に犯與 

すてば突吉羅なり、個人に寄進せんとするものを他の個人或は僧伽或は塔廟に 

廻與すれば突吉羅なり。非寄進物に寄進物想なるは突吉羅、非寄進物に疑想な 

157るは突吉羅、非寄進物に非寄進物想なるは不犯なり。 

三「我何處に砲與せん」と問はれたる時「汝等の施物の受用を得或は果報を得或 

は久住する處へ、或は又汝等の心に！？ふ處へ與ふべtと言ふ、癡狂者、最初の犯行 

者は不犯なり。 

% 



第八如法品 

その攝頌 

如法と誹謗、無知と打、擧手及び無根 

故意及び屛聽、不平、承諾と沓婆、廻與 

波逸提八三 
七1ナ 

そ©時佛世©:は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。時に拘薩羅國の波斯匿王 
しこま 

は守園人に命ぜり、「汝到りて園林を淸掃十べし、我園林に行遊せん」。「畏りぬ、大 

王」と彼の守園人は拘薩羅國の波斯匿王に諾ひて園林を淸掃せる時世i:の一樹 

下に坐したまへるを見たり。見已りて波斯匿王の許に到りかく白せり、「大王、 

園林は淸淨なり、たゞ世雜かしこに坐し給^。「善し、我等世尊に近侍せん」と。か 

くて拘薩羅國王波斯匿は園林に到りてfrs:の許に近づけり。その時一優婆塞 

世尊に近侍して坐せり、波斯匿王はかの優婆塞の世@に近侍して坐せるを見驚 

きて立てり、その時波斯匿王思准すらく、「この悪人が是の如く世尊を拜せるは 

波逸提八 



不相應なり」とて世®の許に到りて世尊に問訊して一方に坐せり。その時かの 

婆塞は世尊を敬する爲に拘薩羅國波斯匿王に挨拶せず又立ちて禮せざりき。 

寺に波斯匿王は心に悅ばざりき、「何ぞ彼の人は我の來れるに挨楼せず又立ち 

て禮せざるや」と。その時世尊は拘薩羅國波斯匿王の悅ばざるを知り給ひて王 

にかく日/り、「大王、この®婆塞は多聞にして阿含に通達し欲愛に於て離欲 

すJと。その時波斯匿王はかく思へり、「この優婆塞劣少の者たる理なし、世11;も 

彼を讚歎し給へり」とてかの優婆塞にかく言へり、「優婆骞卿の欲する所を言 

はれよ」〇 r大王、善し」と。その時世尊は拘薩羅國王陂斯匿に說法したまひ…… 

歡喜せしめたまへり。波斯匿王は世尊の說法により……歡喜して坐より起ち 

世^を禮し右遶して去れり。 

rその時拘薩羅國の波斯匿王は高樓上に在りき。波斯匿王はかの優婆塞の車 

•道中に11を手にして行けるを見たり。見已りて呼び寄せしめてかく言へり、「優 

婆塞、卽は多聞にして阿含の通達者なりと聞く'願はくは我が宮女等に法を.說 

ナr大王、我は諸大德によりて知りしなり、諸大德こそ王の宮女等にこの法を 

ノ、「優 



說くべし」と。 

二 その時拘薩羅國波斯匿王は「優婆塞は實を言ふ」とて世尊の許に到り世尊を 

禮し已りて一方に坐せり。一方に坐し巳れる波斯匿王は世尊に斯く白せり、r世 

蹲願はくは一比丘に命じて我等の宮女の爲に法を說かしめたまへ」と。時に 

世尊は拘薩羅國波斯匿王を法話を以て敎示し…乃至…右遶して去れり，。時に 

世尊、具壽阿難に吿げたまへり、「然らば阿難、汝王の宮女に法を說くべし」〇 r是 

の如し、世尊jと具壽阿雛は世尊に諾ひて時々到りて王の宮女に法を說けり。 

•時に具壽阿難裊朝下衣を著け、上衣と鉢とを持して拘薩羅國波斯匿王の住處 

に到れり。その時波斯匿王は摩利皇后と共に臥床にありき。摩利皇后は遙か 

に具壽阿難の來れるを昆たり。見已りて急ぎて起ち黃色の美衣を落せり。か 

159くて具壽阿難はそこょり歸り僧園に到りて諸比丘にこの事を語れり。諸比丘 

の中少欲なるもの.非難せり、「何ぞ具壽阿難は豫吿せずして王の後宮に入 

るや」と…乃至…「阿難、汝.入ると言ふは實なりや」。「實なり、世尊」。佛It尊町 

責したまへり-、「阿難、汝何ぞ.入るや、阿難、これ未信者をして信亡しめ… 

波逸提八三 一一E一 



乃至…呵責したまひて說法をなし諸比丘に語りたまへり。 

三「諸比丘、王の後宮に入ればこの十の過失あり、何等か十なる、諸比丘、こ、 

に王王妃と共に坐せん、その所に比丘入り来りて王妃比丘を見て微笑し或は比 

丘王妃を見て微笑せんに、そこに王はかく思惟すべし、『彼等は不淨行をなし或 

はなすべし，と。諸比丘、これ王の後宮に入る第一の過失なり。更に又諸比乓 

王は多事多忙にして一宮女の許に到りて記憶せず、宮女彼にょりて赃娠せん、そ 

の時王は斯く思惟すべし、『この所は出家の外他の何人も入ることなし、これ出 

家のなせる所なるべし』と。諸比丘、これ王の後宮に入る第二の過失なり。更 

に又諸比丘、王•の後宮中にある一の寶物を失はん、その時王はかく思惟すべし、 

『この所には出家の外他の何人も入るものなし、これ出家のなせる所なるべし』と 

諸比丘、これ第三の.更に又諸比丘、王の後宮に於ける內部の密事が外界 

に漏れ雜らんに、その時王は斯く思惟すべし、『この所には出家の外他の何人も 

入るものなし、これ出家のなせる所なるべし』と。諸比丘、これ第四の……。更 
- @ 

に又諸比丘、王の後宮に於て或は王子が父王を【殺さん•と〕求め或は父王が王子 



を求めんに世人かく思惟すべし、『この所には出家の外他の何人も入ることな 

し、これ出家のなす所なるべし』と。諸比丘、これ第五の……。更に又諸比丘、 

王が低き地位なる者を高きに進めんにそを喜ばざる者は斯く思惟せん、『王は 

出家と交はる、これ出家のなせる所なるべし』と。諸比丘、これ第六の……。更 

に又諸比丘、王が高き地位なる者を低きに落さんに、そを……、諸比丘、これ第 

160七の……。更に又諸比丘、王が時に非ざるに軍を起こさんに、そを……、諸比乓 

これ第八の……。更に又諸比丘、王が時に於て軍を起こし中路より退かんに、 

これを……、諸比丘、これ第九の……。更に又諸比丘、王の後宮、舉f車の馳鲷 

欲念に滿，てる色•聲•香•味•觸の境、これ等は出家に相應はしきものに非ず、諸比丘、 

これ王の後宮に入る第十の過失なり」と。 

かくて世尊種々の方便もて阿難を呵貴したまひ、扶養し難く…乃至…諸比乓 

汝等當に是の如くこの學處を誦ずべし- 

何仇の比丘と雖も刹帝利種の卽位谣頂を受けし王【寢室よ1未だ退出せず、 

買夫人〕も出でざるに豫吿せずして室の〕閾を越ゆ札ば波逸提なリ」と。 
r I 

波逸提八 



ニーー 「何れの」とは 1;味さる、比丘なり。 

「刹帝利種」とは母系父系俱に生れ正しく、血統純粹にして七世の祖父に遡るも 

f是ょり〕外れず、血統につきて非e難せられること無•さものなり。 

「卽位灌頂」とは刹帝利種の灌水にて澆がれたるなり。 

r王未だ退出せず」とは王が未だ寢室ょり出でざるなり。 

r寶も出•でざるに」とは王妃が未だ寢室ょり出でず、或は兩者が出でざるなり。 

「豫吿せずして」とは先に斷はらずしてなり。 

「Pとは寢室の敷居を言ふ。「寢室」とは何處にても王の床を敷ける所にして縱 

ひ幕を圍らせるをも言ふ。 

「_を越ゆれば」とは第一の脚闞を越ゆれば突吉羅なり、第二の脚越ゆれば波逸 

提なり。 

二 不豫吿に不豫吿想にて閾を越ゆれば波逸提なり、不豫吿に疑想にて.不 

豫吿に豫吿想にて 波逸提な 豫吿に不豫吿想なるは突吉羅なり、豫吿に 

疑想なるは突吉羅なり、豫吿に豫吿想なるは不犯な 



161三豫吿せる時、刹帝利種に非ざる、刹帝利種の灌頂を受けざる、王が寢室より退 

出せる、王妃が寢室より退出せる、兩者の退出せる、寢室に非ざる時、癡狂者、最初の 

犯行者は不犯なり。 

波逸提八四 

その時蹄世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時 比丘阿耆羅婆提 

河にて沐浴せ 婆羅門亦五百金の錢囊を陸上に置きて阿耆羅婆提河にて 

沐浴し〔これを惹れて去れり。時にかの比丘この婆羅門の錢囊の失はる、を恐 

れてこれを拾ひ上げたり。時にかの婆羅門急ぎて走り返しかの比丘に斯く言 

へり、「友、我が錢囊を見ずや,--〇「然り、婆羅門」と〖錢囊を〕與へたり。時にかの婆羅 

門！^ く思惟せり、「我何の方便にょりてかこの比丘に多く®謝禮の〕施與をなさ 

ざらん」。「友、五百金に非ずして千金なりし」と妨難して追ひ放てり。かくてか 

の比丘僧園に歸りて諸比丘にこの事を語れり。諸比丘の中少欲なる者.非 

難亡り、「何ぞ比丘、寶を捉るや」と…乃至…「比丘、汝寶を捉れりと言ふは實なり 



や」。「實なり、世尊」。佛世©呵責したまへり、「愚人、汝何ぞ寶を捉るや、愚人こ‘ 

iL未信者をして信ぜしめ…乃至…諸比丘、汝等當に是の如くこの學處を誦す 

べし— . 

可れの比丘と雖も寶又は寶と見做さる、ものを捉り若しくは捉らし支か 

ば波逸提なり」と。 

是の如く諸比丘の爲に世尊によりてこの學處は制せられたり。 • • 

二その時に舍衞城に於て祭會ありき。諸人衣服を飾りて園林に行けり。毘 

V把齡亦衣-服を飾りて園林に行かんとて村より出でて後「我園林に51り 

162て何かせん、我宜しく世尊を拜すべきなり」とて莊身具を脫して懲多羅僧もて荷 

物こく、りて下婢に與へ「いざ、汝この荷物を持て」と言へり。かくて昆舍怯鹿子 

母は世尊の許に到り世尊を禮して一方に坐せり。世尊は一方に坐せる里舍怯 

鹿子-aを法話もて.歡喜せしめたまへり、かくて世尊の法話によりて.歡 

喜せしめられたる昆舍怯鹿子母は坐より起ち世尊を禮し右逵して去れり そ 

の時かの下婢はかの荷物を忘れて去れり。諸比丘見てこの事を世尊に白せり、 



i 『然らば諸比丘、捉りて藏し置くべし」と。その時世尊この因緣によりて說法し 

たまひ諸比丘に日へり、「諸比丘、伽籃內に於てはfl若しくは寶と見做される 

ものをそを所有する者〔來りて〕持ち去るべしとて捉り或は捉らしめて藏置する 

ことを聽す、諸比丘、汝等當に是の如くこの學處を誦すべし—— 

何れの比丘と雖も伽藍內を除き寶又は寶と見做さる-^ものを捉り或は捉 

らしむれば波逸提なりJと 〇 

是の如く諸比丘の爲に世尊によりてこの學處は制せられた り 〇 

三 その時迦尸國に給孤獨居士の農作村あり。侍者は彼の居士に命ぜられた 

り、「若し大德來らば施食を作ナベし」と。その時衆多の比丘迦尸國に於て遊行 

をなし給孤！！居士の農作村に到れり、かの人遙かにこの諸比丘の來るを見たり 

見已りて彼の諸比丘に近づき諸比丘を禮して.かく言へり、「諸大徳、尊師等明 

日居士の食を受けたまごと。諸比丘は默然として諾へり。かくて.かの人はそ 

の夜の間に美味なる硬軟の食を調へて食時到れることを吿げ指輪をはづして 

諸比丘に食を供し、「尊師等食し已れば行くべし、我も亦農作に行くべし」とて指 

〇 



163淪を忘れて行けり。諸比丘は見て「若し我等行けばかの指輪は失はるべし」とて 

そこに留まれり。かくてかの人農作ょり歸りて彼の諸比丘を見てかく言へり、 

「諸く德、何が故に尙こ、に留まりたまふや」と。その時諸比丘はかの人にこの 

事を語りて舍衞城に到り諸比丘にこの事を語れり。諸比丘は世尊にこの事を 

白せり。時に世尊この因緣にょりて法話をなしたまひ諸比丘に日へり、「諸比 

丘、加籃內に於て或は宿舍內にては寶又は寶と見做されるものをその所有者 

.來りて〕持ち去るべしとて捉り或は捉らしめて藏置することを聽す、諸比丘、汝 

等當に是の如くこの學處を誦すべし- 

可atの比丘と雖も伽藍又は宿舍內を除き寶又は寶と見做さる\ものを捉 

y又は捉らしむ仉ば波逸提なリ。伽藍內又は宿舍內にては比丘は寶或は 

Hと見做さる、ものをその所有者は持ち去るべしとて捉y叉は捉らしめ 

て葳置すべし、こzfLこの場合の如法行なy」と。 

四1i 「何れのjとは.意味さる、比丘なり。 

「きとは眞珠•寶珠•琉璃•貝玉•玻璃•珊瑚•銀•傘赤珠•琥珀なり。『寶と見做さる、もの」 



とは世人の喜び受用するもの、これを寶と見做さるSものと名づく。 

「伽籃又は宿舍內を除き」とは伽籃又は宿舍內を除外ナるなり。「伽籃内」とは有 

籬園の園内、無籬園の境內を言ふ。「宿舍內Jとは有籬宿舍の宿舍内部、無籬宿舍の 

境內なり。 

『捉り」とは自ら捉れば波逸提なり。『捉らしむ」とは他に捉らしむれば波逸提な 

•伽籃內又は宿舍內にては 藏置寸べしjとは色或は相によりて記識して藏 

置し告示ナベし、「物を失ひし者は来れ」と、若しそこに來れば言ふべし、「賢者、 

卿の物は如何なるものなりや」と、若し色或は相にょりて相應すれば與ふべし、若 

し相應せざれば「賢者、〔他處に〕索むべしJと言ふべし。その住處ょり去る時はそ 

こに住せる善好なる比丘の手中に囑して去るべし、若し善好なる比丘なき時は 

脱そこに住せる善好なる居士の手中に囑して去るべし。 

「これこの場合の如法行なり」とはこれこの場合の法に適へることなり。 

二 伽籃內或は宿舍にて所有者は持ち去るべしとて寶或は寶と昆做さる/も 

波逸提八四 二五九 



のを^り或は捉らしめて藏置ナ、寶と見做さる、ものを親厚想にて捉る"暫時捉 

る、糞掃物と想へる菴癡狂者、最初の犯行者は不犯なり。 

波逸提八五 

一 その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時六群比丘は非時に 

村落に入りて#堂に坐し種々の遮道の論議をなせり卽ち王論•賊論•大臣論.^兵 

論•怖畏論•戰陣論•食事論fc事論•衣服論•臥處論•華鬉論■香論.親族論•車乘論•聚落論，町 

村論•都城論•國土論•婦女論士論•街道論•井戶論•亡靈論fc多論丧界起源論•海洋起 

源論.斯く有り無しの論等なり。 

諸人……非難せり、『何そ沙門釋.子非時に聚落に人りて會堂に坐し種々なる 

遮道の論議をな寸や、卽ち.等なり、これあたかも在家欲行者の如し」と。諸比 

丘の中少欲なる者.非難せ，り、『何ぞ六群比丘は非時に聚落に入り.論議 

をなすや、.等なり」と…乃至…『諸比丘、汝等實に非時に聚落に入り.論議 

するや.なり」。『實なり、世尊」。佛世尊呵責したまへり、【愚人、汝等何ぞ非時 



に聚落に入り……論議するや……等なり、愚ん、これ未信者をして信ぜしめ… 

乃至…諸比丘、汝等當に是の如くこの學處を誦十べし—— 

何れの比丘と雖も非時に聚落に入れば波逸提なり」と。 

是の如く世尊によりて諸比丘の爲にこの學處は制せられたり。 

二その時衆多の比丘等舍衞城に到らんとて拘薩羅國にて夕暮に一村落に到 

達せり。諸人かの比丘等を見てかく言へり、『諸大德、入り給ごと。時にかの 

比丘等世尊は非時に村落に入るを禁じたまへりと畏愼して入らざりき。！；爲にj 

劫賊かの諸比丘を剝脫せり。、かくてかの比丘等舍衞城に到りて諸比丘にこの 

事を語れり。諸比丘は世尊にこの事を白せり。その時世尊この因緣によりて 

法話をなしたまひ諸比丘に日へり'『比丘等、〔他比丘に〕吿げて非時に‘村落に入 

るを聽す、諸比丘、汝等當に是の如くこの學處を誦すべしI . 

何れの比丘と雖も吿けずして非時に聚落に入れば波逸提なり」と。 

是の如く世®によりて諸比丘の爲にこの學處は制せられたり。 

三その時一比丘舍衞城に到らんとして拘薩羅國にて夕暮に一聚落に到達せ 



り、諸人彼の比丘を見てかく言へり、『大德、入りたまへ」と。その時かの比丘は 

世尊吿げずして非時に聚落に入るを禁じたまへりと畏愼して入らざりき〔爲 

に〕劫賊かの比丘を剝脫せり。かくてかの比丘舍衞城に到りて諸比丘にこの事 

を語てり。諸比一工は世尊にこの事を白せり。時に世尊はこの因緣により法話 

をなしたまひ諸比丘に日へり、『諸比丘、居合はせる比丘に吿げて非時に聚落 

に入ることを定む、諸比丘、汝等當に是の如くこの學處を誦ナべし 

何れの比丘と雖も居合せる比丘に吿げずして非時に聚落に入れば波逸提 

なり」と。 

是の如く世尊によりて諸比丘の爲にこの學處は制せられたり。 

166四その時一比丘毒蛇に咬まれたり。一比丘火を持ち來らんとて聚落に行け 

り。時にかの比丘は世尊居合せる比丘に吿げずして非時に聚落に人るを禁じ 

たまへりとて畏賸して入らざりき。世尊にこの事を白せり。その時世尊はこ 

の因緣によりて法話をなしたまひ諸比丘に吿げたまへり、『比丘等、然るべき 

急用の時は居合せる比丘に吿げずして非時に聚落に入るを聽十、諸比丘、汝等 



當に是の如くこの學處を誦すべし—— 

何れの比丘と雖も居合せる比丘に吿けずして非時に聚落に入SIば然るべ 

き急用を除き波逸提なリ」と。 

五1一 「何れの」とは.意味さる、比丘なり。 

「居合せる」とは比丘が吿げて入るを得るなり、「居合せず」とは比丘が吿げて\ 

ること能はざるなり。 

「非時」とは日中を過ぎて夜明に至るまでなり。 

「聚落に入れば」とは有籬の村落には籬を越ゆれば波逸提なり、無籬の村落には 

その近くに入れば波逸提なり。 

「然るべき急用を除き」とは然るべき急の用事を除外するなり。 

二非時に非時想にて居合せる比丘に吿げずして聚落に入れば然るべき急用 

を除き波逸提なり、非時に疑想にて.非時に時想にて.波逸提なり。時に 

非時想なるは突吉羅、時に疑想なるは突吉羅、時に時想なるは不犯なり。 

三 然るべき急用の時居合せる比丘に吿げずして入る、比丘の居らざる時吿げ 

波逸提八五 . こ六三 



ずして入る、聚落の中に行く時、比丘尼住處に行く時、外道の臥處に到る、パティッ 

カマナ堂に到る時、聚落によりて道のある時、事故の時、癡狂者、最初の犯行者は不 

犯なり。 

波逸提 八六 

Iその時佛世尊はpf-:!國、!1ral"ihi城、^斯—i .に在しき。その時諸比丘は 

を施さん」と。その時諸比丘は多くの針筒を乞へり、針筒の小なる者は大なる針 
筒を乞ひ，針筒の大なる者W:小なる針筒を乞《り。かくてか2牙師は比丘等 

の爲に多くの針筒を作りて他の賣品を作ること能はず、自らも暮し得ず、子女も 

困窮せり。諸人……非難せり、「何ぞ沙門釋子は量を知ることなく多くの針筒 

を乞ふや、この人彼等の爲に多くの針筒を作りて他の賣品を.困窮す」と。諸 

比丘彼の諸人の.非難十るを聞けり。諸比丘の中少欲なるもの.非難せ 

り、「何ぞ比丘等量を知ることなくして多くの針筒を乞ふや」と…乃至…「諸比丘 



比丘等は實に量を知ることなく.乞ふや」。「實なり、世尊」。佛世尊呵責したま 

へり、「諸比_&、何ぞ彼の愚人等量を知ること^く.乞ふや、諸比丘、これ未信 

者をして信ぜしめ…乃至…諸比丘、汝等當に是の如くこの學處を誦十べし 

何れの比丘と雖も骨製若しくは牙製若しくは角製の針筒を作らしむ机ば 

波逸提にして打ち碎かるべきなリ」と。 

二—一 『何れの」とは.意味さる、比丘なり。 

「骨」とはあらゆる骨なり。「牙」とは象牙を言ふ。「角」とはあらゆる角*り。 

「作らしむれば」とはWらj作り若しくは作らしむるなり、作る〔動作〕は突吉羅にし 

て【作り已りて一得たる者は打ち碎きて波逸提を懺悔すべし。 

自己による未成品を自ら完成せしむれば波逸提なり、自己による未成品を他 

人に完成せしむれば波逸提なり、他人による未成品を自ら完成せしむれば波逸 

168提なり、也人による未成品を他人に完成せしむれば波逸提なり。他人の爲に作 

り若しくは作らしむれば突吉羅良り、他人の作れるものを得て使用十るは突吉 

羅なり。 

波逸提八六 二六五 

ン 



ガンティカー木製のも の、アラーー木製の壺、ギダ小箱、膏藥壺、膏藥麓、手斧の柄、 

拭具等に於て、癡狂者、最初の犯行者は不犯た 

波逸提 八七 

I その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時具壽跋難陀釋子は 

高床に臥せり。時に世尊は衆多の比丘と共に房舍巡行をなし具壽跋難陀釋子 

の住房に到りたまへり。跋難陀釋子は遙かに世尊の来りたまふを見たり。見 

已りて世尊に斯く白せり、「大德、世尊來りたまへ、我が床に臥したまへ」と時 

に世尊はそこょり還りて諸比丘に吿けたまへり、「諸比丘、住處にょりて愚人 

は知らるべきなり」と。かくて世尊は種々の方便もて具壽跋難陀釋子を呵袁し 

たまへり。扶#し難く…乃至…諸比丘、汝等當に是の如くこの學處を誦十べ 

比丘によyて新しき臥床又は椅子の作らるV時はその脚は下部のCに入 

る部分を除きて睇指による八指尺のものに造らるべし、こ乳を過ぐれば波 



169 逸提にして切斷せらるべきなy」と 

Iーーー 「新しき」とは作ることを取りて言ふ。 

「臥床」とは四種の臥床あり、卽_波サ摩遮羅伽脚'文蹄撕、句利'羅脚、阿遏遮脚な 

「椅子」とは四種の椅子あり、波摩遮羅伽脚、文蹄脚、句利羅脚、阿遏遮脚なり。 

「作らる、時は」とは首ら一作り若しくは作らしむるなり。 

「その脚は下部の臺に入る部分を除きて佛指による八指尺のものに造らる、、八 

し」とは下部の臺に入る部分を除外してなり。それを過ぎて作り或は作らしむ 

れば、作ることは突吉羅なり、得れば切斷して波逸提を懺悔十べし。 

自己による未成品を自ら完成せしむれば…〔波逸提八六、二、一參照〕…他人による 

未成品を他人に完成せしむれば波逸提なり。他人の爲に作り若しくは作らし 

むれば突吉羅なり、他人の作れるものを得て使用十るは突吉羅なり。 

二 量によりて作る、smE下に作る、他人により量を過ぎて作られたるものを 

得て切斷して用ふ、癡狂者、最初の犯行者は不犯なり。 • 

〇 



波逸提八八 

j その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時六群比丘は臥床も 

椅子も綿を入れて作らしめたり。諸人精舍參拜に來りて〖これを〕見、譏嫌非難せ 

り、「可ぞ沙門釋子は臥床も椅子も.作らしむるや、宛かも在家受欲者の如し」 

と。諸比丘は彼の人々の.非難ナるを聞けり。諸比丘の中少欲なる者. 

非難せり、「何ぞ六群比丘は臥床も.作らしむるや」と…乃至…「諸比丘、汝等 

實に臥床も.作らしむるや」。「實なり、世尊」。佛世尊呵責したま/り、『愚人、 

何ぞ汝等臥床も……作らしむるや、愚人、これ未信者をして信ぜしめ…乃至… 

諸比丘、汝等當に是の如くこの學處を誦すべし— 

何¢1の比丘と雖も綿を入3?1たる臥尿又は椅子を作らしむれば波逸提にし 

て〔綿は菝き取らるべきなyjと。 
% 

二—一 「何れの」とは意味さる、比丘なり 

「臥庚とは四種の臥宋ち 、「椅子」とは四種の椅子あ 
アーハ，チ卡パーダカ 

阿遨遮脚な」 
170rls」とは三種の綿あり、ホ^、蔓埤草綿な 

〇 



「作らしむれば」とは【自ら〕作り或は作らしむるなり、作ることは突吉羅なり，得れ 

ばIを)拔きとりて波逸提を自白懺悔すべし。 

自己による未成品を他人……他人による未成品を他人に完成せしむれば波 

逸提なり。他人の爲に作り或は作らしむれば突吉羅なり、他人の作れるものを 

得て受用すれば突吉羅なり。 

二紐、帶、肩當、鉢袋、漉水囊、枕等を作る、他人の作れるものを得て綿を取りて用ふ、 

癡狂者、最初の犯行者は不犯なり。 

波逸提八九 

その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時世尊により諸比丘 

に坐具聽され居りき。六群比丘は世尊によりて坐具は聽さるとて、量をはから 

ざる〖大なる〕坐具を用ひ、臥床、椅子の前よりも後よりも垂れTせり。諸比丘の中 

少欲なるもの……非難せり、「何ぞ六群比丘は量をはからざる坐具を用ふるや」 

と…乃至…「諸比丘、汝等實に量をはからざる坐具を用ふるや」。「實なり世#1-〇 
•• I — I n I - 

_ I I 

波通提八九 一rハ/L 
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佛世尊呵責したまへり、「愚人 汝等何ぞ量をはからざる坐具を用ふるや愚人、 

これ未信者をして信ぜしめ…乃至…諸比丘、汝等當に是の如くとの學處を誦 

すべし ： 

比丘坐具を作る時は尺量に從ひて作るべし'これその規定の尺量なり、卽ち 

長さ佛手尺による二手尺、幅一手尺半なり、これを超ゆれば波逸提にして切 

ifせらるべきなり」と。 

是の如く世尊によりて諸比丘の爲にこの學處は制せられたり。 

s二その時具壽優陀夷は身體長大なりき。彼世尊の前に坐具を敷きて四方よ/ 

り引き張りて坐せり。時に世尊具壽優陀夷にかく日へり、「優陀.夷、汝何が故 

に皮師の出身の如く坐具を四方より引き張るや」。「大德、これ世尊諸比丘の爲 

に過少念る坐具を制し給へる故なり」と。その時世尊この因緣によりて法話を 

なし給ひ諸比丘に日へり、「諸比丘、坐具に一手尺の緣を聽す、諸比丘、汝等當 

に是の如く.この學處を誦すべし‘—— 

比丘坐具を作る時は尺量に從ひて作るべし、これその規定の尺量なり、卽ち 



長さ佛手尺による二手尺、幅一手尺半、緣一手尺なリ、これを超ゆれば波逸提 

にして切斷せらるべきなリ」と。 

三—一 「坐^とは敷物を言ふ。 

「乍る時は」とは自ら作り又は作らしむるなり。尺量に從ひて作るべしこれそ 

の規定の尺量なり、卽ち長さ.緣一手尺なり、これを超へて作り或は作らしむ 

れば'作ることは突吉羅、得れば切斷して波逸提をg白懺悔すべし。 

自己による未成品を自ら.他人による未成品を他人に完成せしむれば波 

逸提なり。他人の爲に作り或は作らしむれば突吉羅なり、他人の作れるものを 

得て受用するは突吉羅なり。 

二量に從ひて作る、量以下に作る、他人により過量に作られたるものを禅て设 

斷して用ふ、天蓋、或は地に敷くもの或は幕、或は長枕或は枕を作る、癡狂者、最初の 

犯行者は不犯なり。 

波逸提九〇 



I その時佛iit尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時世尊にょり諸比丘 

172の爲に覆瘡衣聽され居りき。六群比丘は世尊覆瘡衣を聽したまふとて量をは 

からざる覆瘡衣を用ひ、前後ょり引きづりて經行せり。諸比丘の中少欲なるも 

の……非難せり、「何ぞ六群比丘は量をはからざる覆瘡衣を用ふるや」と…乃至 

…「諸比£、汝等實1C量をはからざる覆瘡衣を用ふるや」。「實なり、世尊」。佛世尊 

呵責したまへり、「愚人、汝等何ぞ 用ふるや、M人、これ未信者をして信ぜ 

しめ…乃至…諸比丘、汝等當に是の如くこの學處を誦ナベし- 

比丘53S衣を作る時は尺Erlに從ひて作るべし、こ机その尺nなリ、卽ち長さ 

傀手尺による四手尺、幅二手尺なy、こ*を超ゆaば波逸提にして切斷せら 

るべきなyjと。 

二「覆瘡衣」とは臍より下、膝より上の痒疥、疼子、濕瘡、大疥病に罹れる者にこれを 

覆ふ爲のものなり。 

「作る時は」とは…〔波逸提八九H參SO…量に從ひて作るベ 幅二手尺なり、これ 

を超ゆれば…〔波逸提八九、三參照〕…癡狂者、最初の犯行者は不犯なり 



波逸提九I 

その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時世錄により諸比丘 

の爵に雨浴衣聽さn居れり。六群比丘は世尊は雨浴衣を聽したま とて贵 

をはからざる雨浴衣を用ひ、前後より引きづりて經行せり。諸比丘の中少欲な 

るもの…〔波逸提九〇、I參照〕…誦すべし— 

比丘雨浴衣を作る時は尺Gに從ひて作るべし、これその尺Sなリ、卽ち長さ 

茺手尺による六手尺、幅二手尺なリ、こ仇£超ゆれば波逸提にして切斷せら 

るべきなリ」と。 

「雨浴衣」とは雨期四ヶ月の爲，のものな 

作る時には」とは.量に從ひて作るベ 癡狂者、最初の犯行者は不犯な 

波逸提九一 



I その寺佛世尊は舍衞城'祇樹給孤獨園に在しき。その時具%難陀は世尊の 

论弟にして端正美容^して世尊ょり四指のみ低かりき。彼は佛の衣と等量の 

衣を著用せり。長老比丘等具壽難陀の遙かに來るを見て世尊來りたまふとて 

坐ょり起てり。彼等來りて〖難陀なるを〕知り、譏嫌非難せり、「何ぞ具壽難陀は佛 

と等量の衣を著用十るや」と。世尊に.白せり。時に世尊具壽難陀に問ひた 

まへり、「難陀、汝實に佛と等量の衣を著用十るや」。「實なり、世尊」。佛世尊呵責 

したまへり、「難陀、汝何ぞ佛と等量の衣を著用十るや、難陀、これ未信者をし 

て言ぜしめ…乃至…諸比丘、汝等當に是の如くこの學處を誦十べし— 

何机の比丘と雖も佛衣a若しくはそ¢1以上の衣を作らしむ机ば波逸提に 

して切斷せらるべきなリ。こ¢1玆にいふ佛の佛衣量なリ、卽ち長さ佛手尺 

による九手尺、幅六手尺なリ、こSL佛の佛衣量なy」と。 

—一 「何れの」とは 意味さるゝ比丘な 

「佛衣」とは長さ佛手尺にょる九手尺、幅六手尺なり。 

「作らしむれば」とは自ら作り或は作らしむるなり、作ることは…〔波逸提八九H參 

TA 



照〕…受用十れば突吉羅なり。 

二以下に作る他人により作られたるものを得て切斷して用ふ、天M 

174考最初の犯行者は不犯なり。 

4 E 
ii狂 

第十難陀戒 

第九寶品 事竟る 

その攝頌 

王の、寶、居合せる人に、針、臥床、綿 

坐具及び疥瘡、雨衣と佛衣と 

諸大德、九十二波逸提法は說示さ軋竟んぬ。是に於て我諸大德に問はん、 

この點に於て清淨なyや。二度問はん、この點に於て清淨なyや。三度苟 

はん、この點に於て清淨なyや。今諸大德は淸淨なリ、かるが故に默然した 

洼ふな=>。我是の如くこ札を了解す。 

波逸提品竟る 

波逸提九一 



註©巳下の所見TS忍、所樂、所想Rつ3南傳律藏一、一八三頁註參照。 

❷乙の物語は本生經第二十八一南傳小部®典六、三六八頁)と同じ。 
©原語k.aaに詐欺の意あ本生綷の英譯には欺瞞老(§0巴)となすも、?士きの辭番に言 

ふ如く今は牽牛の角の無刍もの、意な6、危險無さ爲に角を切るな有部JS奈耶に 

は禿頭無角と言ひ、五分律に曲角囟分律{C一角となす。 
©原語Budhlho 佛音の註に乙の病苦痛なき故に貴と云ふとす、P.T.Sの群teには糖 

尿病？と云ふ。 
❺預流犯はsot5pattiにして預流果に達する乙と、定犯とはsamulpauiにして定に入ることな 

6、故こ犯の譯語よ正當ならざるも61'pattiは本來1達する\到る0意よ6來りて戒律の#P 

を犯す意とな6しものにして乙の語を等しく犯とせしな 

❻原語yakss yaの文字成は昔の意にして名•前の後へ2を附して呼•ふは輕侮を意味す、 

例へば&访^”^目^^^の如し^の〇-一一^ハミ〇-も同じ。 

©南傳律藏一、一ーニー頁の註參照。 
3佛音の註によnHr句fpaaととは偈中の一句の意、隨句?毛ada)とは第二の句、隨字(anva- 

kkhara)とは一一の字"隨味(anubyaaana)とは前の意味に同ずる後の意味にして、一の字•隨 

字••字の集合せるものが隨味とな&、字と隨味の集合せるものが句にして、第一句を句と 

言a第二句を隨句と云ふとする。 

次に乙の四を法を誦するについて言へば第一の句とは偈となれる法を誦するに【諸法 



は心によ.〇て司らる』と一一の句を沙彌と共に誦U共に始めて共に終るな6。笫二の 

隨句とは長老が^法は心によ6て司らるiと始め沙爾が乙の句を誦し更に次の句たる 

-心は最勝な*^ r心によ.cvて生起すV沙彌と共に■す3な6ビれを別に始めて共に終 

ると言ふ。第三の隨字とはrGpalhaniccaa*【色は無常なAと誦せと言ふ場合ffiかR始め 

rclの音のみを共にpaへて止めるtと。第四の隨味とは『色は無常な6、受は無常なと 

言ふ經を誦するに長老が，色は無常な6』と誦するや沙彌も直ちにSは無常な汐と誦し 

、無常な6』の句は兩者が共に誦する様にSを出3しめる2.とにしてビれ锿は凡てその 

句隨句等の數に應じて波逸提となるとする〇你ゝ句^句等の譯語は善見律によれ气 

(善見律卷十五參思。 
❾底本の原語gandhaとあるもシャム本及び善見律によ-〇 ganthaとすべし。 

❿覆へchanna)とは上を设ふ乙と、障(paricchanna)とは周囤を杻ふ^と、多分(yebhuyyena)とは 

半以上なぅ。 

©乙の戒第四波羅夷(律藏一、一四四頁巳下)參照。 

©原語ovat;o 辭書に見ぇず、巴利善見律の第十四波逸提下の註によれば雨®に3ら3 

れ懦れる乙とな.cs。 (samstapp's5dikplVOL I.<P. 772參照)ncrilders の辭#{tはova#-?を 

出す。 

©原語crhGtagama漢譯に鬼神村、有情村等とす樹はill樹神)が®る乙とあ&,準木に虫類宿 

るが故にかく云ふな*CVO > 

波逸提九一 一七七 



©原語gopite ，異語の罪を與ふ」とは僧衆が羯磨によぅて異語をなすものと認定するこ 

とにして2:の羯谐をな3nて尙罪を述べ/1とせざる時波逸提な6、今は未だ乙の羯麼 

のな3れざる時を云ふ。 

©已下の名、善見俅の1?語による。その構造(<:つきては漢巴の善見律參照、四分律には五 

■繩床とし、旋脚、E脚、曲脚、入陛、無脚とす。 

❿悦P.床(p'haccapsaka islca) とはベッド或は椅子の脚が3し込み{Cな6容Sにはづれ 

〇樣になれ〇ものなるべし。 

QIDpltimokkhaにはこ、にsahasvlあ-〇、シャム本にはなし、漢譯を見るに四分律は取に#坐 

若臥』として無き様譯し、五分律にては『用力坐臥』とshasaを入れて譯す。 

©乙の戒の意義は、戶或は窓を作る四方の木(橫木)の周園卽ち戶窓所はこれを堅牢になら 

しひ〇爲に數mに极a淦ることを#るが、この所以外は二三m或はそれ以下に极ふべ 

しとす0な彡。これを善見律には「戶の兩邊及び上頭二肘半は重泥を得、若し戶高く下 

に璧有るも亦m泥を辟。窓の四而も亦i£泥を#』と言ふ。 

©原語ョacrqgena chpldentassa, pariy5yes ch5dentassal:善見律には縱覆と譯し、四分fltR縱 

跤、橫覆とす。佛音の註によるに縱覆とは周らずして具直にSふことにして石、練瓦、粘 

土等にてIsふこと^掇とは周6てSふ乙とにして草、木葉等(21て极ふ乙と、す。 

©底本には0-12.^とぁるもシャム本及び巴利善見律によ60.1&5と讀む。 

©原語ゅ2.1^?。辭喾に見えず、巴利#-見#に註して、sfni3-pavcsetvplpavcsctvinihara-De とす 



るにょぅて譯亡.00 

®大衆會時?agrsiaya) 下の說明の意は三人以下の比丘•か行乞すnば食を#て過し得 

るも四人以上となれば施食少なく過し#ざる時の意にして比丘•か；S一村に多數集ま 

6爲に在家人その全部の行乞に施食し得ず施食を廢するが如き場合、或は饑傜時に於 

て多くの比丘の行乞を#ざる時な6{善見律には大饑儉時とする)、处の如き時は食# 

難き故に別衆の請待をも受けるなA十誦律參照)。 

©底本abbhatirekaとするもシャム本には取に-atirekaとす。 

©以下は戒文の足食の條件を上げしな6、足食と言はる、は、(1)比丘が食をとる坐につき、 

⑵五正食の一を運a來ぅ⑸^^を近くに立ちて給仕3れ、⑷充分に食を供3れ、⑸給U: 

人に充分な6と斷はる乙とが人に認めら0、時卽ちこの五緣にょ$て足食となると 

す。漢譯にてはIH3じく五緣を上rるも今の⑴を除き、第五に拾威儀#離本處}卽ち食し 

已6て坐を起つ乙とを加ふ。因にKhys Davids敎校は戒本の英譯(s. B. K. Vol.XIII)に 

bcruttaw pavSritoを sopce finished his meal, though still (to Continue eating)** と譯するも2. 

れは漢_に云七足食b意なoこと右の註釋にょ6明かな6。 

©以下は殘食(atiritta)となるの條件、卽ち殘食法の成ず〇條件を上ぐるな.〇、足食比丘が 

殘食な6として受食し抖るのは病者の殘食か或は特に殘食法を行aてな6。殘食法 

は、食を取ぅ巳れる比丘が、未•た坐を起たずして、不mに非ざる食をrfら手に持ち、をの少 

分を貧ひて、£の食は我一切织ゐず、汝に與ふ』と、中手內(二肘半Rあ〇比丘に言；：Sて成 



就す、申手內の比丘(殘食法を請ふ者)はこの食?:取ること?:得るな&、故に乙れに適はざ 

るものは殘食法を成ぜざるな6。 

©sabbapadlsukoliko 衣服飲食臥具藥ir始め揚枝に至る交で生活の資具を一切II掃物(人 

の廢棄せるもの)Rよる者な6。 

©原語vadharo 辭#に見ぇず、佛音の註にvalhasとし'±にしてSき身の*とす。今こ 

れによ6て譯せi。 

©四種大汚物(star! sahplvika^ni) 糞屎、灰、粘土な气これ等は蛇に嚙交nたる時用ふ、給仕 

老あれば彼に授與せしめ、無5時は自ら用ふべしgah5vagga VI. 14,6.參照)。 

®原語bp»hislepaA意義不^にかく譯せ6、尙底本にbahisleparhとあるは誤桢な 

❿原語sabhojana 佛音の註に(1}5』兰?011こ&65:{|一人の人が共に)の意(2)5350它(食ある)の 

S、卽ち欲念の起れる男子にと6て女子は食にして、女子rcと6ては男子が食な&とす 

四分律Rも食家と1?し是く註す、故R乙の食家は隱語にして男女が情欲をな3んとす 

る乙とを言“。戒本の英譯の註に#»,§3€:1105:法11的<,3?苦35113:^0艮^的00ユ?0う 

と譯すべしと云ふ。 
®pitthislhsa ?TsiのffsKa certain beam in a building とあ $、佛音の註には£ れによ-cn 

て中央t過r•て行く？:示す』と云ふ。 

©原語usssiyiuha ”餘れJ0意、佛昔の註には『家に持ち歸れるな-^とす、四分律，五分律には 

『食を得ず』と言ふ、餘れ公とは食し得V0 &しことな6。シャム本にはrjnをussadyittha 



とす、これは『持ち歸らしめる』意なるべし。 

©五分律に「行路して聚落1:經，と云へるものと同じく請ぜられし家に行く道に於て中途 

に他家を通過する樣なれる場合を言ふものならん。次も向意。 

©で a-sr.kkamapaP.T.S の辭¢(2:2 a hall with seats of distinction:とす。at三十四波逸提中に 

，分座堂』と假譯せ6。 

©pavp'reti 恣R乞ふべしと請待するな1、四ヶ月藥請とは四ヶ月間は必耍に應じ何時に 

ても與ふることを申出でるな$、こ、(C藥(bhesai ja)と云ふは酥、油等の食物を言ふ。 

©底本に？： siiatra niccapavp'fanp'ya. tato oe uttari …：とあるも tato以下に續 く ベく、切るは 

不可な6。 

©l-attipariyla 日®:(期ffiの制限の意な-CN。 

©註にょれば、象Kは四人が乘手となぅ各足に二人づVの護衞漭あぅて十二人、^には乘 

者一人にて二人が足を1¢る故三人、戰者には一人が御者、一人が闘者、二人が楔を謀る老 

とな6て四人あ〇、この象！！T也の最後に武器を持てる四人が步兵としてつく、この一組 

を四兵i:具する^(Catu33*gasamann5gatp'ses)と言ふ。 

©佛音の註にょれば勢力を益す爲に少是の酒を入れて調理せるスーブを飲〇は不犯と 

言ふ。 

©底本にぼ一一〇^口汪となれるはシャム本の如く一^一ど二^^とすべし。 

©底本比… antaradlp.yeyya v5 ta3-v5 na sikkhitukwlmo…とあ3よシャム本の如く…vpltarh… 



を…vCJ'ti^孑…とすべ刍なう〇 

©原語jotike佛音の註にspattapacanascdakamEd一，su jotikaral.lc:とす、四分律'五分律に*鉢と云 

ふ1C相常す6か。 

©註に、虎夺の他惡獸の難ある時火を燃すこと、云ふ。 

©粉藥?*D*pa)、粘土 (mattikpl)は共に肌に鈸る化粧料或は洗料なMahavagga VI,〇に粉 

藥は病者が用ひ粘土は無病者が用ふべしとする。 

©壞色(dubbal:sakara-3a)世人の好む♦か如き純色を壊して世人の好^ざる問色とすること 

な6、故に次の靑、泥、黑褐等はSづれも純色に非ず。 

0こ、に，取气へし」(沖&【营3)と言ふは佛音の註にょれば衣全Sに染li*るに非ずして四 

fl或は一の角を染むる乙と所謂點淨する乙となうとす。漢譯善見#:にも『以此三種色 

點淨下如麻子大」と云ふ。これに對し衣全體を壊色Rて染むるを染淨と云ふ。淡Pを 

見るに五分#は巴利と同じく點淨につきて云ひ、四分律、十!ifi俅は染淨を主とし、Itr祗律 

は點淨染淨の二種あ6とせう。 

®乙の靑•泥•黑褐につき遂譯祁をJIるに四分®五分^僧祗律はt黑•太蘭色とし、十誦你は 

f泥•茜とし、冇部#攝にはt泥•赤とし、僧祗®には黑とは泥な6とせう、かく漢譯ょ6見 

れば泥は黑色の如し、然らば5¥ぎ|は黑に非ずして寧ろ赤褐色卽ち木11色とすべき 

ならん、今乙れに從ふ。然し21ys Davidsはこれをdark blue, mud, blackと譯し、Gogerlyrも 

green, mud, blackとし、いづnも黑とせ^:'、AJnにょれば泥を褐色卽ち木M色となすべ刍 



©淨施(<.fpp。^<.fppls)とは比丘•かFr有を許3れたる以上の財物あ〇時こni:他に施 

與してその罪を免0、ことにして、乙の場合.贸際に與ふる楊合と邡に形式的に與ふる 

場合との二あb、{四分俅、眞货淨施M轉餅施、下の本文參照'赏際に與へし時はsiに對 

洛力^llirs與せVDOK*^乙nirs?;}]すべからずとするもの己の戒の意な*^。 

©註にょれば亂雜せるを見て2.れ沙門として正しからずと敎へて出し與へんとして藏 

し®くな^'。 

©底本？：vlnayadharan ti で^*&^3-び7^^3-3€0.5<.3-.:=とあるょシャム本の如く？-く5*以>^£:5- 

ram で a-pditam medlp.vlm •:ことすベ^,な.cvo 

®前と問じく•シャム本K從ふべし。次の文も同じ。 

©底本：…cddissamane ne Sshuka3-a:^hikatv5…：の ne は naの誤植な-〇。 

©原語csr*anda3-da&ti 泔伽の式祺に缺席す〇時他比丘に委任し式琪執行に承Kfする旨 

5:傳ふることにして淡譯K與欲と云ふ。 

©底本のyathCJIsantata3*はyw?ws2.=£r3*とすべし^-の戒文中に於ける語も[NJじ。 

©この所原文：petto vp'pitararilpathcti佛音の註には，內部にJi出し殺3んと求むるな汐 

とす、十誦捸に、『王王子を殺3んと欲し或は時に王子王'1:殺3/1と欲せんに足の中茲ば 

ざる渚あ*、比丘の作す所1:想ひて娃の念を作3ん云々，とす'乙n等にょ6て譯せ&。 

©东本に311毛31^111二10とあ0は§1^1<1^1*5-0の誤植な-〇。 



©底本にsurp'katharhとなれるはsclrakatharhの誤植な-^、シャム本にも、大2gにもその他長部 

等皆sflrak。とす。 

©K本に ap'natthakathaa•となれるは ntulnattakatharh の誤植な6。 

©註®參照。 , 

©シャム本にはAJの句なし。 

@笾本に乙の句なきもシャム本にょ6て補ふ、波羅夷品ft殘品等には底本にも皆あ6。 



鉛大£3、今この四te舍尼法はli出さる 

袒舎尼 一 
一 その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時一比丘尼舍衞城に 

乞食を行じて歸還する時一比丘を見てかく言へり、rいざ、@者、施食をとり洽 

へ」0「善し、大姉」とて悉くとれり。彼の尼は食亊近づきて乞食を行ずること能は 

ず、食を斷てり。かくて，彼の比丘尼翌日も…乃至…翌々日も舍衞城に於て乞食 

いざ尊者 食を斷て を行じ歸還する時力の比丘を見て力く言へり「いざ尊者.」.食を斷てり 

かくてかの比丘尼は第四日には畏怖して車道を行けり。長者なる居士車にて 

對ひ來りかの尼にかく言へり、「尊姉、去れ」と。彼の尼避けんとしてそこに倒 

れたり。長者なる居士はかの尼に詫びたり、「姉者、許し給へ、師は我が爲に倒 

れたり」。「居士、我卿の爲に倒れたるに非ず、たゞ我衰弱せるなり」。『尊者、何が 

故に衰弱せるや」と。その時彼の比丘尼は長者なる居士にかの事を語れり。長 



者なる居士はかの比丘尼を家に伴ひ行き食を供して譏嫌非難せり、『何ぞ諸大 

悪は比丘尼の手より食を受くるや、女人は食を得難きものなり」と。諸比丘はか 
の長者なる居士の……非難するを聞けり。諸比丘の中少欲なる者……非難せ 

り、「何ぞ比丘が比丘尼の手より食を受くるや」と…乃至：•「比丘汝實に比丘尼の 

176手より食を受くるや」。「實なり、世尊」。『比丘、汝の親里なりや、非親里なりや」。「世 
尊、非親里なり、『愚人、非親里の男子は非親里の女人に對して淨、不浄、正、不正 

を知らず、愚人、汝何ぞ非親里比丘尼の手より食を受くるや、愚人、これ未信者 

をして信ぜしめ…乃至：•諸比丘、汝等當に是の如くこの學處を誦すべしI 

何仇の比丘と51も市井に〔乞食に〕入¢1る非m里の比丘尼の手よリ堅贷又は 

欲食を自手にて受け众哎す仇ばこの比丘は位侍すべし『衣我非雄すベ 

く不相^にして©^すべき法を犯しぬ我こ机を0悔す』と』。 

11丨一『何れの」とは.意味さる、比丘なり。 

『非親里」とは母或は父より七世の祖以內に繫がれざるものなり。 

「比£尼」とは二部の僧中にて受具せるものなり。 



『市井」とは車道、橫町、十字路、家なり。 

「堅食」とは五種嗷食、非時藥、七日藥、盡形壽藥を除き殘餘の硬食を云ふ。「軟食」と 

は五種の軟食卽ち飯、粥、經、魚、肉なり。 

食嗷せんとて取れば突吉羅なり、食咽する每に提舍尼なり。 

二非親里に非親里想にて市井に入れる【尼の)手より堅軟の食を自手にて受け 

食敵すれば提舍尼なり、非親里に疑想にて……非親里に親里想にて……提舍尼 

なり。非時藥、七日藥、盡形壽藥を食する爲に受くれば突吉羅なり、食咽する毎に 

突吉羅なり。一部の僧に從ひて受具せるものゞ手より堅軟の食を食嗷せんと 

て受くれば突吉羅なり、食咽する每に突吉羅なり。親里に非親里想なるは突吉 

羅なり、親里に疑想なるは突吉羅なり、親里に親里想なるは不犯なり。 

三親里より、〔他人をして〕與へしめ首ら〕與へず、地に置きて與ふ、僧園中にて、比 

丘尼住處にて、外道住處にて、t住處に〕歸りて與ふ、村より外に出して與ふ、非時藥、 

177七日藥、盡形壽藥を因緣ぁりて食するに與ふ、式叉摩那より’沙彌尼より、癡狂者、最 

初の犯行者は不犯なり。 I 



提舍尼II 

一 その時佛世尊は王舍城、迦蘭陀竹林園に在しき。その時諸比丘は一家に招 

ぜられて食を取れり。六群比丘尼は六群比丘の爲に起ちて指圖をなせり、『こ 

こに羹を與へょ、ここに飯を與へょ」と。〔かくて〕六群比丘は充分に食し他の比丘 

等は滿足に食し得ざりき。諸比丘の中少欲なる者.非難せり、「何ぞ六群比 

丘は比丘尼の指圖するを拒けざるや」と…乃至…「諸比丘、汝等實に比丘尼の指 

圖するを拒けざるや」。「實なり、世尊/佛世尊呵責したまへり、「愚人、汝等何ぞ 

.拒けざるゃ、愚ん、これ未信者をして信ぜしめ…乃至…諸比丘、汝等當に 

是の如くこの學處を誦すべし- 

諳比丘在窃に招ぜら饥て食0をなす、若しそこにI比丘尼あリてc 

を與へよ、cVに飯を與へよ』と指B3役をなせば、諸比丘はこの比丘尼を拒く 

べし、『姉、比丘等の食する間立ち去るべし/^。若しSS比丘中I人もかの 

比丘尼を拒くる爲trM、……立ち去るべし』と言はざる時はこの諸比丘は10 



悔すべし、『友、我等は非！gすべく不相脰一一してto梅すべき法を犯せy、我 

等こ仉をta悔す』と0 

二丨一『諸比丘在家に招ぜられて食事をなす」とは在家とは四種の在家あり、刹 

帝利家、婆羅門家、吠舍家、首陀羅家なり。招ぜられて食事をなナとは五正食中の 

一•食をもつて招ぜられ食するなり。 

「比丘足」とは二部の僧中にて受具せるものなり。 

『指圖する者」とは友たるにより、親友たるにより、同僚たるにより、同和尙たるに 

より、同阿闍梨たるにより、こ、に葜を與へよ、こ、に飯を與へよと云ふ、これを指 

圖する者と云ふ。 

「諸比丘は」とは食事をなしつ、ある比丘なり。 

「この比丘尼を」とは指圖をなせる所の比丘尼なり。 

諸比丘はかの比丘尼を拒くべし、「姉、……立ち去るべし」と•。若し諸比丘中 

一人も拒けずして我食瞰せんとて取れば突吉羅なり、食咽する每に提舍尼なり 

二 受具者に受具者想にて指.圖せる者を拒けざれば提舍尼なり、受具者に疑想 



にて.受具者に未受具者想にて.提舍尼なり。一部の僧中に受具せる指 

11者を拒けざるは突吉羅なり。未受具者に受具者想なるは突吉羅なり、未受具 

者に疑想なるは突吉羅、未受具者に未受具者想なるは不犯なり. 

三自己の食をS越に〕興へしめて首ら〕興へず、他人の食を〔自ら〕興へて興へしめ 

ず、與へられざるものを與へしむ、與へられざる所に與へしむ、凡べてに平等に斑ノ 

へしむ、式叉摩那の指圖せる時、沙彌尼の指圖する時、五正食を除ける凡べてのも 

の、癡狂者、最初の犯行者は不犯なり。 

提舍尼三 
I その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時舍衞城に於て一在 

家あり、夫妻県に佛法を信樂し、淨信增大して財物を窮盡せり。彼の家に於て午 

前中に堅食或は軟食を作り、それを凡べて諸比丘の爲に與へて屢々食せずして 

住亡り。諸人譏嫌非難せり、「何ぞ沙門釋子は量を知ることなくして【食を〕琢るや 

彼等は彼等比丘に興/て屢々食せずして住す」と。諸比丘彼等諸人の 
bh语 



179 
するを聞けり、時に彼の諸比丘は世尊に.白せり。その時世尊この因緣によ 

りて法話をなして諸比丘に吿げたまへり、「諸比丘、淨信增大して財物窮盡す 

るが如き、是の如き在家に對しては白二羯磨によりて學地認定を與ふることを 

聽す「諸比丘、是の如く與ふべし、聰明堪能の一比丘僧中に唱言すべし—— 

大德僧聽きたまへ、某家は淨信增大し財物窮盡す、若し僧時機可ならば僧は 

某家に學地認定を與へん、これ白なり。 

大德僧聽きたまへ、某家は……窮盡す^W……與ふ、諸大德中某家に學地認 

定を與ふるを忍ずる者は默し、忍ぜざる者は說きたま/。 

僧は某家に學地認定を興へ巳れり、諸大德は……我了解す」と。 

「諸比丘、汝等當に是の如くこの學處を誦すべし—— 

學地認定の諸家あり、何れの比丘と雖も是の如き學地認定の家に於て堅食 

或は軟食を手づから受けて食瞰すればこの比丘は懺悔すべし、『友、我は 

非難すべく不相應にして懺悔すべき法を犯せり、我これを懺悔す』と1-〇 

是の如く世尊によりて諸比丘の爲にこの學處は制せられたり。 



その時舍衞城に於て祭會あり。諸人比丘を招じて食を供し彼の家も亦比 

丘を招亡り。比丘等「世尊は學地認定の家にて堅食或は軟食を手づから取りて 

食玫するを禁じたまへり」とて畏愼して諾かざhき。彼等譏嫌非難せり、「尊者 

等戈等の食を受けざるに我等は生きて何の甲斐かあらん」と。諸比丘かの人々 

の•：…非難するを聞けり、かくてかの比丘等……白セり。時に世尊この因縁に 

ょりて法話をなし諸比丘に吿げたまへり、1諸比丘、請待されたる時は學地認 

定の家にて堅食或は軟食を手づから受けて食瞰するを聽す"諸比丘、汝等當に 

是の如くこの學處を誦すべし— 

學地認定の諸家あり、何れの比丘と雖も是の如き學地認定の家に於て請待 

せられざるに先だちて堅食或は軟食を手づから受けて食嗷すればこの比 

丘は懷悔すべし.-1.懷悔す』と」。 . 

是の如く世尊にょりて諸比丘の爲に是の學處は制せられたり。 

三その時一比丘は彼の家の檀越比丘なhき。時にかの比丘ft朝下衣を著け 

上衣と鉢とを持して彼の家に到れり。到りEりて設けの座に著けり。その時 

I 



かの比丘は病患なりき。時にかの人々彼の比丘にかく言へり、r大德、食をと 

P給へ」と。時にかの比丘は『世尊は請待せられずして學地認定の家にて堅軟の 

食を手づから受けて食嗽するを禁じたまへり」と畏愼して受けず、乞食を行ずる 

こと能はずして食を斷てり。かくて彼の比丘僧園に到りて諸比丘にこの事を 

語れり。諸比丘は……白せり、時に世尊この因緣にょりて法話をなしたまひ諸 

比丘に日へり、「諸比丘、病比丘は學地認定の家にて堅食或は軟食を手づから 

受けて食敞することを聽す、諸比丘、汝等當に是の如くこの學處を誦すべし- 

學地認定の諸窃あリ、何机の比丘と雖も是の如き學地認定の^に於てiH待 

せら机ざるに先だち無病の身にして堅食又は款食を手づから受けて食© 

せんに、この比丘は懺悔すべし、『友、我は非雛すべく不相菔にしてts悔す 

べき法を犯しぬ、我こ机を懺悔す』とJ。 

四1一「學地認定の諸家あり」とは學地認定の家とは淨信增大し財物窮盡する 

家、是の如き家に對して白二羯磨にょ$て學地認定の與へられたるなり。 

「何れの」とは.意味さる、比丘なり。 

I 
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『是の如き學地認定の家に於て」とはか、る學地認定の家に於てなり。 

「請待せられざる」とは本日或は明日と請ぜられざるなり、家の境內に入れるを 

請ぜんにこは請待せられたるに非ずとなす。 

「請待さる」とは本日或は明日と請ぜらる、なり、家の境內に入らざるを請ぜん 

にこは請待せらると名づく。 

『無病」とは乞食を行ずるを得るな及、「病」とは乞食を行ずるを得ざるなり。 

「堅食」とは五種の正食、非時藥、七日藥、盡形壽藥を除きて餘の堅き食を名づく。 

「軟食」とは五種正食卽ち飯、粥#、魚、肉なり。 

請待せられず無病なるに「我食暾せん」とて受くれば突吉羅なり、食咽する毎に 

提舍尼なり。 

二學地認定に學地認定想にて受請せず無病にして堅食若しくは軟食を手づ 

から受けて食すれば提舍尼な力、學地認定に疑想にて.學地認定に非學地認 

定想にて……提舍尼なり。非時藥、七日藥、盡形壽藥を食物として受くれば突吉 

羅、食咽する每に突吉羅なり。非學地認定に學地認定想なるは突吉羅、非學地認 



182 定に疑想なるは突吉羅、非學地認定に非學地認定想なるは不犯なり。 

三受請せるもの、病者、受請者若しくは病者の殘餘を食す、そこに他人の爲に食 

の設けられをる時、家よP持ち出して與ふ、常施食者に於て、蒭符食•半月章布藤食* 

月旦食に於て、非時藥、七日藥、盡形壽藥を因緣ありて食するに與ふ、癡狂者、最初の 

犯行者は不犯なり。 

提舍尼 

その時脾世尊は釋迦國、迦毘羅衞城尼拘律樹園に在しき。その時サーキヤ 

の賤奴等叛けり キヤの女人等阿蘭若住處に食を供養せんと欲せ 

1キヤの賤奴等はサーキヤの女人等の阿蘭若住處に食を供養せんと欲すと云 

ふを聞き、彼等は道中に侵入せり、サーキヤの女人等美味なる堅食軟食を持して 

阿蘭若住處に行けり。サーキヤの賤奴等現はれ來りてサーキヤの女人等を剝 

脫し又これを汚せり。サーキヤの人々出で來りてかの賊を財货と共にとらへ 

譏嫌非難せり、「何ぞ諸大德は劫賊の住せる僧園中に在りて〔これを)吿げざるや 

I 



と。諸比丘サーキヤの諸人……非難するを聞けり…乃至…かくて彼の比丘等 

は世#にこの事を白せり。時に世尊はこの因緣にょりて法話をなして諸比丘 

に吿げ給へD、「然らば諸比乓我比丘等の爲十利の故に學處を制せん、僧安穩 

の故に…乃至…諸比丘、汝等當に是の如くこの學處を誦すべし 

危險恐怖の伴へる阿蘭若處の住處あり、何れの比丘と雖もかゞる住處に住 

して豫め吿げられざる堅食若しくは軟食を僧園中にて手づから受けて食 

せんに、この比丘は懺悔すべし、『友、我は非難すべく不相應にして懺悔す 

べき法を犯しぬ、我これを懺悔す』と」。 、 

區の如くこの學處は世尊にょ$諸比丘の爲に制せられたり。 

二その時一比丘阿蘭若住處にて病患なりき。諸人は堅食或は軟食を持して 

阿蘭若住處に行けり。かくてかの比丘に斯く言へり、「大德、食したまへ」と。 

その時かの比丘は、1世尊は阿蘭若住處にて堅食或は軟食を手づから受けて食 

瞰するを禁じたまへ^Jとて畏愼して受けず.乞食の爲に〖村に〕入ること能はず、【爲 
• # 

に〕食を斷てり。かくてかの比丘諸比丘にこの事を語れり。諸比丘は.白せ 



り。その時世尊はこの因緣にょりて法話をなしたまひ諸比丘に日へり、•「諸比 

丘、病比丘は阿蘭若住處にて堅食又は軟食を手づから受けて食1®:することを 

聽す、諸比丘、汝等當に是の如くこの學處を誦すべし—— 

危陰恐怖の伴へる阿^若住ぬあリ、何れの比丘と雖もかる住ぬにあyて 

無病なるにfeeめ吿げら机ざる堅食或は欹食を伯〇內にて手づから受けて 

食瞰せんに、この比丘は慠悔すべし、『友、我は非Mすべく不相廄にしてto 

悔すべき法を犯せリ、我こ仉を衍悔す』とJ。 

三丨一「阿蘭若住處あり」とは阿蘭若住處とは(村ょ1最少五百弓を離れたる所 

を言ふ。 

1危險の伴へる」とは僧園、僧園の境內にて賊の住せる場所見え、立てる場所見え、 

坐せる場所見え、臥せる場所見ゆるなり。 

『恐怖を伴へる，とは僧園、僧園の境內にて賊の爲に人の殺されたるを見、奪はれ 

たるを見、打たれたるを見るなり。 

.何れの」とは 意味さる\比丘なP 

提舍尼四 

I 



「t、る住處に在りて」とは是の如き住處にあ及てなり。 

「吿げられざるもの」とは五衆の〔一人を送りて一吿げられたるはこれ吿げられた 

るに非ずとす、僧園內、僧園の境內以外にて吿げられたるはこれ吿げられたるに 

非ずとす。「吿げられたるもの」とは何人か男子或は女人が僧園、僧園の境內に來 

りて「大德、某比丘に堅食軟食を持ち來らんと言ふなり、彼に若し危險を伴へば、 

「危険を伴ふ」と吿ぐべし、若し恐怖を伴へば「恐怖を伴ふ」と吿ぐべし。若し「大德危 

險ありとも持ち來る」と言はM劫賊あるを言ふべし、「諸人(賊)こ、に徘徊す、汝等 

去るべし」と。 

粥をもつて吿けられて粥の附隨物を持ち來る時これは吿げられたるものと 

名づく、食を以て吿げられたる時その附隨物を持ち來る時これは吿げbれたる 

ものと名づく、堅食をもつて吿げられたる時その附隨物を持ち來る時はそれも 

吿げられたるものと名づく'家によりて吿げられ彼の家中の何人かゞ堅食若 

は軟食を運ぶ、これ吿げられたるものと名づ 聚落によりて吿げられて 

かの聚落中の何人かゞ堅食若しくは軟食を運ぶ、これ吿げられたるものと名づ 
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く、組合にょりて吿げられその組合中の何人かゞ堅食若しくは軟食を運ぶ、これ 

吿げられたるものと名づく。 

「堅食」とは.軟食とは.肉なり。 

「僧園內」とは有籬の僧園なれば僧園內、無籬なれば境內を云ふ。 

「無病」とは乞食に行き得るなり、「病」とは乞食に行き得さるなり。 

吿けられず無病にして食嗽せんとて受くれば突吉緇なり、食咽する每に提舍 

尼/J:り。 

不吿に不吿想にて無病なるに堅食又は軟食を僧園中にて手づから受けて食 

すれは提舍尼*り、不吿に疑想にて……不吿に告想にて……提舍尼なり。非時 

藥、七日藥、盡形壽藥を食する爲に受くれば突吉維なり、食_する每に突吉羅なり 

吿に不吿想なるは突吉羅、吿に疑想なるは突吉緇、吿に吿想なるは不犯なり。 

二吿げられたる時、病比丘、吿げられたる時の或は病比丘の殘餘を食す、僧園外 

にて受け^園Rにて食す、そこに生せる根•皮•葉•花•果を食す、非時藥七日rc形^ 

藥を因緣ありて食す、擬狂者、最初の犯行者は不犯なり。 

瞪舍运-3二-H.-L 

0 



諸大德、四提舍尼法は說示さ机竟んぬ。是に於て我諸大德に問はん、この 

點に於て清淨なyや。二度問はんこの點に於て清淨なリや、三度問はん、こ 

の點に於て清淨なリや。今諸大德は清淨なリ、かるか故に默然したま、ゐな 

リ、我是の如くこ^を了解す。 

提舍尼竟る 

註0底本には<.1吾§10の語なきもシャム本にょ6補ふ。次の二の場合も同じ。 



諸大德、こSI等の菝學法は說示せらる 

その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時六群比丘は前後ょ 

垂れ下がらしめて內衣を著せり。諸人……非難せり、「何ぞ沙門釋子は前後 

より.內衣を著するや、宛も在家受欲者の如し」と。諸比丘彼の諸人の 

難するを聞けり。諸比丘の中少欲なる者……非難せり、「何ぞ六群比丘は前後 

より.內衣を著十るや」と。世尊に.白せり。その時世尊はこの因緣によ 

て法話をなしたまひ、比丘僧を集めしめたまひて六群比丘に問ひたまへり、『諸 

比丘、汝等實に前後よ 內衣を著するやj。「實なり、世尊」。佛世尊呵責した 

まへり、「愚人、汝等何ぞ.内衣を著するや、愚人、これ未信者をして信ぜし 

め…乃至…諸比丘、汝等當に是の如くこの學處を誦寸べし—— 
參 

『我全0を镫ふやぅ內衣を著すべし/^の規律は守らるべしJ。 

全圓は內衣にて稷はるべし、'【卽ち〕臍圓•膝圓を覆ひてなり。不恭敬の故に前 



經分別(大分別) 三〇二 

後よりSれ下がらしめて著せる者は突吉羅なり。無識者、無念者、無知者、有病者、 

事故の時、癡狂者、最初の犯行者は不犯なり。 

二 その時.給孤獨園に在しき。その時六群比丘は前後より垂れ下がらし 

めて上衣を著せり…乃至… 

『我全圓を稷ふやぅに上衣を著すべしjとの規律は守らるべし」。 

全圓は上衣にて覆はるべし、(卽ち〕兩方の緣を齊整になして著すべし。不恭 

186敬の故に前後より垂れ下がらしめて上衣を著十る者は突吉羅なり。……最初 

の犯行者は不犯なり。. 

=1•四その時.給孤獨園に在しき。その時六群比丘、身を露現して俗家の間 

を行けり'四にては行け6の代$に坐せ6とす〕…乃至… 

『我正しく身をSひて俗寂の間を行くべし(坐すべし)』との規律は守らるべしJO 

よく身を覆ひて俗家の間を行くべし(坐すべし)、不恭敬の故に身を露現して 

俗家の間を行く者は(坐せば)突吉羅なり。無識者、無念者、無知者、有病者〔四にはここ 

に臥床(C入nrる者を加ふ>事故の時、癡狂者、最初の犯行者は不犯なり。 

302 



五.六 その時.給孤獨園に在しき。その時六群比丘は手足を振り動かして 

俗家の間に行けり(坐せり)…乃至… 

『我威儀を正して俗家の間に行くべし(坐すべし)』との規律は守らるべし」。 

威儀を正して俗家の間に行くべし(坐ナベし)、不恭敬の故に手或は足を振り 

動かして俗家の間に行く者は(坐せば)突吉羅なり。無識者、無念者、無知者、有病.者、 

癡狂者、最初の犯行者は不犯なり。 

七Aその時.給孤獨園に在しき。その時六群比丘は左右を顧視しつゝ俗 

家の間に行けり(坐せり)…乃至： 

L我目を下方に注ぎて俗家の間に行くべし(坐すべし)』との規律は守らるべし」。 

目を下方に注ぎて近くを見て俗家の間に行くべし(坐すべし)、不キ4敬の故に 

左右を顧視して俗家の間に行く者は(坐せば)突吉羅*り。無識者、無念者、無知者、 

有病者、事故の時、111狂者、最初の犯行者は不犯なり。 

187九_〇その時.給孤獨園に在しき。その時六群比丘は衣を引き上げて在家 

の限に行けり(坐せり:•乃至.… 

五—一〇 



倥分別(大分別} 三〇四 

『戈衣を引き上けて俗家の間に行かざるべし(坐せざるべし)』との規律は守 

らるべしJ。 

衣を引き上けずして俗家の間に行くべし(坐すべし)、不恭敬の故に一方或は 

兩方ょり引き上げて俗家の間にffく者は(坐せば)突吉羅なり。無識者、無念者、無 

知者、有病者〔一〇には臥床にAる時を加ふ〕、事故の時、擬狂者、最初の犯行者は不犯なり。 

.第一全圆品 

一|•一二その時.給孤獨園に在しき。その時六群比丘は哄笑しつゝ俗家 

の間に行けり(坐せり)…乃至… 

『我哄笑しつ、俗家の間に行か(坐せ)ざるべし』との規律は守らるべし」。 

哄笑しつ、俗家の間に行く(坐す)ベからず、不恭敬の故に哄笑しつ、俗家の間 

に行く(坐す)者は突吉羅なり。無識者、無念者、無知者、有病者、可笑事に於て微笑を 

な十、事故の時、il狂者、最初の犯行者は不犯なり。 

一三*四 その時……給孤獨園に在しき。その時六群比丘は高聲大聲をなし 

つ、俗家の間に行けり(坐せり)…乃至… 



『我低聲にて俗家の間に行く(坐す)べし4の規律は守らるべしJ。 

低聲にて俗家の間に行く(坐す)べし、不恭敬の故に高聲大聲をなして俗家の間 

に行く(坐す)者は突吉羅なり。無識者、無念者、無知者、有病者、事故の時、擬狂者、最初 

の犯行着は不犯なり。 _ 

I五•六 その時……給孤獨園に在しき。その時六群比丘は體を振りつ、體 

188をつり下げる如くして俗家の間に行けり(坐せり:•乃至… 

『我體を振yov俗寂の間に行か(坐せ)ざるべし4の規律は守らるべしJ。 

體を振りつゝ俗家の間に行く(坐す)ベからず、體を正直にして行く(坐す)べし、不 

恭敬の故に體を振り體をつり下げる如くして俗家の間に行く(坐す)者は突吉羅 

なり。無識者、無念者、無知琴有病者cm八には臥床に入る者を加ふr事故の時、擬狂者、最 

初の犯行者は不犯なり。 

一七•一八 その時……給孤獨園に在しき。その時六群比丘は腕を振り腕を吊 

り下げて俗家の間に行けり(坐せり)…乃至… 

『我腕を振リつV俗家の間に行か(坐せ)ざるべしjとの規律は守らるべしJ。 
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腕を振りつゝ俗家の間を行く(坐す)ベからず、腕を正直にして行く(坐ナ)べし、不 

恭敬の故に腕を振り腕を吊り下げて俗家の間に行く(坐ナ)者は突吉羅な 
0 

〔I五' M八の如しJ…最初の犯行者は不犯な 
〇 

一九•二〇 その時.給孤獨園に在しき。その時六群比丘は頭を振り頭を吊 

り下げつ、俗家の間に行けり(坐せり)…乃至…. / 

『我Pを振リつ、俗寂の間に行か(坐せ)ざるべし4の…〔一七•一八參照:。 

最初の犯行者は不犯なり 
〇 

第二哄笑品 
ひぢ 

I その時……給孤獨園に在しき。その時六群比丘は手を腰に當て肘 

を張りて俗家の間に行けり(坐せり)…乃至 

『我手を腰に曾て肘を張リて俗察の間に行か(坐せ)ざるべし』との規律は守ら 

るべし」 〇 

手を腰に當て肘を張りて俗家の間に行く(坐す)ベからず、不恭敬の故に片手或 

は兩手を陵に當て肘を張りて俗家の間に行く(坐す)者は突吉羅な 〇 
〔I 五• I 



六と同じ〕…最初の犯行者は不犯なり。 

二三•二四 その時.給孤獨園に在しき。その時六群比丘は頭を裹みて俗家 

の間に行けA坐せり)…乃至… 

『我頭をaみて俗家の間に行か(坐せ)ざるべしJとの規律は守らるべしJ。 

頭を裹みて俗家の間に行く(坐ナ)ベからず、不恭敬の故に頭を憂みて俗家'の間 

に行く(坐す著は突吉羅なり 〔一五• M八に同じ〕…最初の犯行者は不犯なり 

二五 その時……給孤獨園に在しき。その時六群比丘は膝行して俗家の間に 

行けり…乃至… 

『我膝行して俗察の間に行かざるべしjとの規律は守らるべしJ。 

膝行して俗家の間に行くべからず、不恭敬の故に膝行して俗家の間に行くも 

のは突吉羅なり。無識者…乃至…最初の犯行者は不犯なり。 

二六 その時……給孤獨園に在しき。その時六群比丘は亂れがましき姿勢に 

て俗家の間に坐せり…乃至… 

『我亂仉が念しき姿勢にて俗家の間に坐せざるべし4の規律は守らるべし」_ 



"別(大分別) 三¢7 _ 
Am- 

亂れがましき姿勢にて俗家の間に坐十べからず、不恭敬の故に手を亂れがま 

しくし或は衣を亂れがましくして俗家の間に坐すれば突吉羅なり。無識者、無 

念者、無知者、有病者、臥床にある時、事故の時、癡狂者、最初の犯行者は不犯なり。 

190二七その時.給孤獨園に在しき。その時六群比丘は捨てこぼさんとfる 

如く不注意に施食を受けたり…乃至… 

『发注意して施食を受くべし』との規律は守らるべしJ。 

注意して施食を受くべし、不恭敬の故にこ•ぼさんとするが如く不注意に施食 

を受くる者は突吉羅なり。無識者、…乃至…最初の犯行者は不犯なり。 を受くる者は突吉羅なり。無識者、…乃至…最初の犯行者は不犯なり 

二' そ〇寺.給孤獨園に在しき。その時六群比丘は左右を顧視して施食 

を受けどぼれたるも盛り過ぎたるも知らざりき…乃至… 

『我鉢に注意して施食左受くべし」との規律は守らるべし」。 

鉢に注意して施食を受くべし、不恭敬の故に左右を顧視して施食を受くるも 

のは突吉羅なり。無識者、…乃至…最初の犯行者は不犯なり。 

二九 その時……給孤獨園に在しきCその時六群比丘は施食を受くる時多量 



191 の汁を受けたり…乃至… 

『我汁と適aの施食を受くべしiとの規律は守らるべしJ。 

•汁とは二種の汁あり、ムッガ豆汁、マーサ豆汁にして手もて運ばれるものな 

汁と適量の施食を受 へ不恭敬の故に汁を多量に受くる者は突吉羅な 

無識•無念•無知者、有病者、〔二種汁以外のM汁、親里よりの受請者、他人の爲に寸、自 

己の財による、事故の時、癡狂者、最初の犯行者は不犯なり。 

三〇 その時.給孤獨園に在しき。その時六群比丘は〔鉢に〕溢る、程の施食 

を受けたり…乃至… 

『我鉢に満つるだけの施食を受くべし』との規律は守らるべしJ。 

鉢に滿つるだけの拖食を受くべし、不恭敬の故に鉢に溢る、程の施食を受く 

る者は突吉羅なり。無筚無念•無知者、事故の時、擬狂者、最初の犯行者は不犯なり 

第三扠腰品 

三I その時……給孤獨園に在しき。その時六群比丘は貪十るを欲せざるが 

如く不注意に施食を食せり…乃至… 



『我注怠して施食を食すべし』との規律は守らるべし」。 

注意して陁食を食すべし、不恭敬の故に不注意に施食を食する者は突吉羅な 

り。無識.無念•無知者、有病者、事故の時、癡狂者、最初の犯行者は不犯なり。 

三二 その時.給孤獨園に在しき。その時六群比丘は左右を顧視して施食 

を食し、こぼれたるも溢れたるも知らざりき…乃至… 

『我漆一一注意しつ、施食を食すべし』との規律は守らるべし」。 

鉢に注意しつ、施食を食すべし、不恭敬の故に左右を顧視して施食を食十る 

者は突吉羅なり。無識…乃至…最初の犯行者は不犯なり。 

三三その時……給孤獨園に在しき。その時六群比丘は處々をおさへて施食 

を食せり…乃至… 

『我順次に施食を食すべし』との規钨は守らるべしJ。 

〇順次に施食を食十べし、不恭敬の故に處々をおさへて施食を食する者は突吉 

羅なり。無識•無念•無知者、有病者、他に與ふる時觸る、他人の鉢に盛る時觸る、副食 

物に於て、事故の時、癡狂者、最初の犯行者は不犯なり。 



三四 その時 給孤獨園に在しき。その時六群比丘は施食を貪するに汁を 

多量に食せり…乃至… 

「我汁と適Sの施食を食すべし』との規律は守らるべし」。 

汁とは二種の汁あり、ムッガ豆汁及びマーサ豆汁にして手にて運ばる、もの 

なり。汁と適量の施食を食ナベし、不恭敬の故に汁を多量に食する者は突吉羅 

なり。無識•無念•無知者、有病者、n一種汁以外の〕諸汁、親里よりの受請者、自己の財 

による者、事故の時、癡狂者、最初の犯行者は不犯なり。 

三五その時……給孤獨園に在しき。その時六群比丘は中央よりおして施食 

を食せり…乃至… 

『我中央よy壓して施食を食せざるべし』との規徨は守らるべしJ。 

中央より^して^食を食すべからず、不恭敬の故に中央よりおして施食を食 

すれば突吉羅なり。無識•無念•無知者、有病者、少量殘れるを一方より集めおして 

食ナ、事故の時、癡狂者、最初の犯行者は不犯なり。 

三六 その時.給孤獨園に在しき。その時六群比丘は更に多くを得んとし 



分別(大分別) 

て汁及び加味物を飯をもつてかくせり…巧至… 

『至更に得んと欲して汁或は加咮物を飯をもつて稻はざるべし』との規律は 

守らるべしJ。 

更に得んと欲して汁或は加味物を飯をもつて覆ふべからず、不恭敬の故に更 

に导んと欲して飯をもつて汁或は加味物を覆ふ者は突吉羅なり。無識，.無念•無 

知者、施主覆ひて與ふ、更に得んと欲する故に非ず、事故の時、擬狂者、最初の犯行者 

は不犯なり。 

193三七丨一 その時……給孤獨園に在しき。その時六群比丘は汁戈び飯を自身 

の爲に乞ひて食せり。諸人譏嫌非難せり、「何ぞ六群比丘は计及び飯を自身の 

爲に乞ひて食するや、誰かょく調理されたるを愛せざる、誰か美味なるを喜ばざ 

る」と。諸比丘は彼の諸人の.非難するを聞けり。諸比丘の中少欲なる者… 

…非難せり、「何ぞ六群比丘は汁及び飯を自身の爲に乞ひて食十るや…乃至… 

「諸比丘、汝等實に汁及び飯を自身の爲に乞ひて食ナるや」。「實なり、世尊」。佛世 

尊呵責したまへり、「愚人、汝等何ぞ.食するや、愚人、これ未信者をしてM 



しめ…乃至…諸比丘、汝等當に是の如くこの學處を誦すべし—— 

『我汁或は飯を_身の爲に乞ひて食せざるべし』との規律は守らるべしJ 

是の如くこの學處は世尊によりて諸比丘の爲に制せられたり。 

その時諸比丘病患なりき。看病比丘は病比丘等にかく言へり、「友、堪え _ ■ w - I 4 _ 1 W 

得るや否や、過し得るや否や」と、「友、前には我等汁及び飯を自身の爲に乞ひて 

食せ' 故に我等安樂なりき、今は『世尊にょり.て禁ぜられたり』とて畏愼して乞は 

ず、故に我等安樂ならず」と。世尊にこの事を白せり、「諸比丘、病比丘は汁又は 

阪を自身の爲に乞ひて食ナるを聽す、諸比丘、汝等當に是の如くこの學處を誦 

ナベ 

■我1病にして汁或は飯を自身の爲に乞ひて食せざるべしJとの規律は守ら 

るべしJ。 

無病にして汁或は飯を自身の爲に乞ひて食すべからず、不恭敬の故に無病に 

して汁或は飯を自身の爲に乞ひて食すれば突吉羅なり。 

陡識•味念•無知者、有病者、親里ょりの受請者、他人の爲にする、g己の財にょる、事 



194 
故の時、癡狂者、最初の犯行者は不犯なり。：. 

三' その時.給孤獨園に在しき。その時六群比丘は不滿の思をなして他 

人の鉢を眺めたり…乃至… 

『戋不満の思をなして他の鉢を眺めざるべし』との規律は守らるべし」。 

不滿の思をなして他の鉢を眺むベからず、不恭敬の故に不滿の届をなして他 

人の鉢を眺むる者は突吉羅なり。無識•無念•無知者、「我與へん」或は「我與へしめ 

んJとて眺む、不滿の思なし、事故の時、瘍狂者、最初の犯行者は不犯なり 

三九その時.給孤獨園に在しき。その時六群比丘は大なる飯球を作れり 

…乃至… 

『戈過大なるG飯球を作らざるべし』との規律は守らるべし」。 

過大なる飯球を作るべからず、不恭敬の故に大なる飯球を作る者は突吉羅な 

り。無識•無念•無知者、有病者、硬食、諸果物、副食物、事故の時、擬狂者最初の犯行者は 

不犯なり。 

四〇 その串.給M獨園に在しき。その時六群比丘は長き握り飯を作れり 

VA 



195 
…乃至… 

『我11形の握リ飯を作るべし』との規律は守らるべしJ。 

圓形の握り飯を作るべし、不恭敬の故に長き握り飯を作る者は突吉羅なり。 

無識•無念•無知者、有病者、硬食、諸果物、副食物、事故の時、擬狂者、最初の犯行者は不犯 

なり。 

第四注意品 

四一 その時……給孤獨園に在しき。その時六群比丘は飯球の近く運ばれざ 

るに口を開けり…乃至… 

『我飯球の近く運ば机ざるに口を開かざるべし』との規律は守らるべしJ。 

飯球の近く運ばれざるに口を開くべからず、不恭敬の故に飯球の近く運ばれ 

ざるに口を開く者は突吉羅なり。無識•無念者、…乃至…最初の犯行者は不犯な 

四二 その時……•給孤獨園に在しき。その時六群比丘は食事をな十時手を全 

部口中に入れたり…乃至… 

W\ 



『我食事をなす時手を全部口中に入れざるべし』との規德は守らるへし」。 

食事をなす時手を全部口中に人るべからず'不恭敬の故に食時をなす時手を 

全部口中に入る、者は突吉羅なり。無識…乃至…最初の犯行者は不犯なり。 

四三その時……給孤獨園に在しき。その時六群比丘は飯球を含みながら物 

を言へり…乃至… . 

『我飯球書に〕含みながら物を言はざるべし』との規律は守らるへし」 

飯球を含みて物を言ふべからず、不恭敬の故に飯球を含みて物を言ふものは 

突吉羅なり。無識…乃至…最初の犯行者は不犯なり。 

四四その時：…•給孤獨園に在しき。その時，六群比丘は食物を投げ入れて食 
. ‘ -■- -. . 

せり…7!/至…. ■ 

f炎食物左投げ入机て食せざるべし』との規律は守らるべし」。 

.食物を投げ入れて食十べからず、不恭敬の故に食物を投げ入れて食する者は 

突吉羅なり。無識•無念•無知荽有病者、硬食、諸果物、事故の時、癡狂者、最初の犯行者 

は不犯なD。 



四五その時.給孤獨園に在しき。その時六群比丘は飯球を齧りつゝ食せ 

P 〇 

『我飯球左齧リつ、食せざるべし』との規律は守らるべし」。 

飯球を齧りつゝ食すベからず、不恭敬の故に飯球を齧りつ、食する者は突吉 

羅なり。無識•無念•無知者、有病者、硬食、諸果物、副食物、事故の時、癡狂者、最初の犯行 

者は不犯なy。 . - 

四六その時.給孤獨園に在しき。その時六群比丘は頰を脹らして食せD 

…乃至… 

『我頰を脹らして食せざるべLとの規律は守らるべし」。 

頗を脹らして食すべからず'不恭敬の故に頰を脹らして食する者は突吉Mな 

り。無識•無念•無知者、有病者、諸果物、事故の時、癡狂者、最初の犯行者は不犯なり。 

四七 その時.給孤獨園に在しき。その時六群比丘は手を振りつ、食せり 

…乃至… . 

『我手を振yつV食せざるべし』との規律は守らるべしJ。 

四五—四七 



手を振りつ、食すべからず、不恭敬の故に手を振りつ、食ナる者は突吉羅な 

り。モへ識•無念•無知者、有病者、塵を落さんとて手を振る、事故の時癡狂者最初の犯 

行者は不犯なり。 

四' その時.給孤獨園に在しき。その時六群比丘は飯粒を撒布しつ、食 

せり…乃至… 

『我飯粒を撒布し〇、食せざるべし』との規律は守らるべし」。 

飯粒を撒布しつ、食十べからず、不恭敬の故に飯粒を撒布しつ、食する者は 

突吉羅なり。無識•無念•無知賓有病者、塵を落さんとて飯粒を拂ひ落ナ、事故の時、 

197.擬狂者、最初の犯行者は不犯なり。 . . 

四九その時.給孤獨園に在しき。その時六群比丘は舌を出しつ、食せり 

…乃至… . 

『我舌を出しつV食せざるべし』との規律は守らるべし」。 

舌を出しつ\食すべからず 突吉羅なり。無識…乃至…最初の犯行者は 
不犯な 

% 



五〇その時.給孤獨園に在しき。その時六群比丘はチャフチャプと音を 

立てゝ食せり…乃至… 

『我チャフチヤプと音を立て、食せざるべし』との規律i守らるべし」。 

チャプチャプと音を立て、 最初の犯行者は不犯な 

. 第五飯球品 

五一 その時佛世尊は懦賞彌國、瞿師羅Iに在しき。その時一婆羅門&衆の爲 

に乳の飮物を調へたり。諸比丘はスルスルと音を立て、牛乳を飲めり。【その 

時二人のもと樂師なりし比丘はかく言へり、「全僧衆冷されてふるへるならん」 

と。諸比丘の中少欲なる者.非難せり、「何ぞ僧衆をとりてからかふや」と… 

乃至…「比丘汝實に僧衆をとりてからかへるや」。「實なり、世尊」。佛世尊呵責し 

たまへり、「愚人、汝何ぞ僧衆をとりてからかふや、rs人、これ未信者をして信 

ぜしめ…乃至…呵責し巳りて法話をなし諸比丘に日へり、「諸比丘、佛或は法 

或は僧をとりてからかふべからず、からかへるもの.は突吉羅なり」と。かくて世 

尊種々の方.便もてかの比丘を呵責したまへり〇呋養し難く…ラ至…嗜七丘、 
/\ •: 乃至…諸比丘、 

學五〇—五 



汝等當に是の如くこの學處を誦ナべし 

『我スルスルと音を立て、食せざるべし』との規律は守らるへし」 

スルスルと音を立て、……最初の犯行者は不犯なり0 

その時……給孤獨園に在しき。その時六群比丘は手を®めつ、食せり 

乃至 

『我手を鸹めつ、食せざるべし』との規律は守らるべし」 

手を鸹めつ、 :•最初の犯行者は不犯なり。 

給瓜獨園に在しき。その時六群比丘は鉢を祗めつ 
食せ 五三その時……給孤獨園に在しき。その時六群肚RW割を逛父て、—4 

…乃至… 

『我鉢をggめつ、食せざるべし^^の規律は守らる♦〈し」。 
鉢を詆めつ、……無識…乃至…有病者、少量の殘りを一方に集めて祗めて食 

す、事故の時、擬狂者、最初の犯行者は不犯なり。 

五四 その時…〔五二參照、『手を羝めつ、』の代に【唇^詆めつ、とすべし〕。 

五五 その時彿世尊は婆祇國、膠魚oil邑7のS7怖林—配野—苑に在しき。その時諸比 



丘コーカナダ宮殿にて食物にて汚れたる手もて水瓶を捉れり。諸人 非難 

せり、「何ぞ沙門釋子は食物にて汚れたる手もて水瓶を持つや、宛も在家受欲者 

の如し」と。比丘等この諸人の……非雛十るを聞けり。諸比丘の中少欲なる者 

.非難せり、「何ぞ諸比丘は食物にて汚れたる手もて水瓶を持つや」と…乃至 

…「諸比丘、汝等實に食物にて汚れたる手もて水瓶を持つや」。r實なり、世尊」。佛 

世尊呵責したまへり、「愚人、汝等何ぞ食物にて汚れたる手もて水瓶を持つや、 

諸比丘、これ未信者をして信ぜしめ…乃至…諸比丘、汝等當に是の如くこの 

學處を誦すべし- 

「我食物にて汚机たる手もて氷瓶を取らざるべし1の規律は守らるべし」。 

199食物にて汚れたる手もて水瓶を取るべからず、不恭敬の故に食物にて汚れた 

る手もて水瓶を取る者は突吉羅なり。無識.無念•無知者、有病者、洗ひ或は洗はし 

めんとて取る、事故の時、癡狂者、最初の犯行者は不犯なり。 

五六 その時佛世尊婆祇阈、膠魚山邑の恐怖林鹿野苑に在しき。その時諸比丘 

はコーカナダ宮殿にて飯粒の混ずる鉢の洗ひ水を俗家の間に放棄せり。諸人 

學五六 



別(大分別} 三ニニ 

.非難せり、「何ぞ沙門釋子は飯粒の混ずる鉢の洗ひ水を俗家の間に放棄す 

るや、宛も在家受欲者の如し」と、諸比丘彼等の…〔五五參照:•誦すべし— 

r我飯粒の混ずる鉢の洗ひ氷を俗寂の間に放棄せざるべし』との規律は守ら 

るべし％ 
飯粒の混ずる鉢の洗ひ水を俗家の間に放棄すべからず、不恭敬の故に飯粒の 

混ずる鉢の洗ひ水を俗家の間に放棄する者は突吉羅なり。無識•無念•無知者、有 

病者、取り出し或は壤し或は手にて取り或は運びて棄つ、事故の時、癡狂者、最初の 

犯行者は不犯なり。 

51七—一 その時.給孤獨園に在しき。その時六群比丘は日傘を手にせる 

者に法を說けり。諸比丘の中少欲なる者.非難せり、『何ぞ六群比丘は日傘 

を手にせる者に法を說くや」と…乃至…「諸比丘、汝等實に日傘を手にせる者に 

法を說くや」。「實なり、世尊"-0佛世尊呵責したまへり、「愚人、汝等何ぞ.說く 

や、愚人、これ未信者をして信ぜしめ…乃至…諸比丘、汝等當に是の如くこの 

學處を誦すべし—— . 



r我日傘を手にせる者に法を說かざるべし』との規律は守らるべしJo 

是の如くこの學處は世尊によりて諸比丘の爲に制せられたり。 

二その時諸比丘日傘を手にせる病人に法を說くを畏愼せり。諸人.非難 

200七)り、「可そ沙門釋子は日♦を手にせる病人に法を說.かざる」と。諸比丘彼等諸 

、の……非難するを聞けり。かくて彼の諸比丘……白せり。その時世尊はこ 

の因緣によりて說法し諸比丘に告げたまへり、「諸比丘、日傘を手にせる病人 

には法を說くを聽す、諸比丘、：汝等當に是の如くこの學處を誦すべし 

『运病こ非ずして日傘を手にせる者に法を說かざるべしの規律は守らる 

べし」。 

「日傘に三種の傘あり、卽ち白布傘、藺傘、葉傘なり、【これ等に〕マンダラバッダ作 

及びサラーカバッダ作あり。 

「法」とは佛所說、聲聞所說、仙人所說、天人所說にして義理を具し法を具するもの 

なり。 

「說けば」とは句によりて說けば句每に突吉羅なり、語によりて說けば語每に突 



吉羅なりQ 

無4丙にして傘を持せるものに法を說くベからず不恭敬の故に無病者にして 

傘を手にせる者に法を說けば突吉羅なり。無識.無念.無知者'有病者事故の時‘擬 

狂者、最初の犯行者は不犯なり。 

五人その時.給孤獨園に在しき。その時六群比丘は杖を手にせる者に法 五八 

を說けり…乃至 

『我杖を手にする者に法を說かざるべし』との規德は守らるべし」。 

杖とは常人の四肘の杖なり、それより長きものは杖に非ず、短かきは杖に.非ず 

杖を手にする者に法を說くベからず'不恭敬の故に杖を手に十る者に法を說く 

者は突吉羅な 無識…乃，至…最初の犯行者は不犯なり 

五t その寺.給孤獨園に在しき。その時六群比丘は刀を手にせる者に法 

を說けり…乃至 

『我無病にして刀を手にする者に法を說かざるべし』との規律は守らるべしJ 

201「刀」とは一方に刃を持つもの、兩方に刃を持つものにして傷つけるものなり。 

0 



病に非ざるに刀を手にせる者に.最初の犯行者は不犯なり。 

六〇 その時.給孤獨園に在しき。その時六群比丘は武器を手にせる者に 

法を說けり…乃至… 

『我無病にして武器を手にせる者に法を說かざるべし』との規律は守らるベ 

し』。 

武器とは弓、弩なり。武器を手にする者に.最初の犯行者は不犯なり。 

第六吸食品 

六一 その時……給孤獨園に在しき。その時六群比丘は草履をはける者に法 

を說けり…乃至… 

『我無病にして草履をはける者に法を說かざるべし』との規律は守らるべし」。 

無病Kして草履をはける者に法を說くベからず、不恭敬の故に無病にして〔行 

路ょり來り蓋と杖とは旣におき未だ草^を〕Mきて立てる者、或は【草媛の紐を未 

だ足に〕結びつける者、或は〔紐〕を解きて立てる者に法を說けば突吉羅なり。無識 

…巧ヤ…最初の犯行者は不犯なり。 



分別(大分別〕 
_ n I I 111111 I •■■1■_•■ ■ -■国^^— - •■ - ! - I - ―. ^ 

• # 

六二 その時…〔六|參照、，草股をはける者\靴をはける者-とす〕。 

六三 その時.給孤獨園に在しき。その時六群比丘は乘物に乘れる者に法 

を說けり…乃至…>.《？•■* 

『我無病にして乘物に乘机る者に法を說かざるべし』との規律は守らるべしJ。 

「乘物」とはヴヰハ車、ラタ車、サカタ車、サンダマーニカ—車、轎、椅子嬌なり^無病 

にて乘物に乘れる者に法を說くべからず、不恭敬の故に無病にて乘物に乘れる 

者に法を說く者は突吉羅なり。無識…乃至…最初の犯行者は不犯なり。 

202六四 その時……給孤獨園に在しき。その時六群比丘は臥床にある者に法を 

說けり…乃至… 

『我無病にして臥床にある者に法を說かざるべし』との規律は守らるべしJ。 

無病にして臥床にある者に法を說くベからず、不恭敬の故に無病にして臥床 

にある者にたとへ地上に臥する者と雖も法を說けば突吉羅なり。無識…乃至 

…最初の犯行者は不犯なり。 

六五その時……給孤獨園に在しき。その時六群比丘は亂れたる姿勢にて坐 



せる者に法を說けり…乃至… 

「我無病にして亂仉たる姿勢にて坐せる者に法を說かざるべし1の規律は 

守らるべしJ。 

無病にて亂れたる姿勢にて坐せる者に法を說くベからず、不恭敬の故に無ハ丙 

にて手を亂れがましくし、衣を亂れがましくして坐せる者に法を說く者は突吉 

維なり。無識…乃至…最初の犯行者は不犯なり。 

六六その時……給孤獨園に在せり。その時六群比丘は頭を纏へる者に法を 

說けり…乃至… 

『我無病にして頭を纏へる者に法を說かざるべし』との規律丈守らるべし」。 

「頭を纏ふ」とは髮端の見えざる樣裹まれたるなり。無病にして頭を纖へる者 

に法を說くベからず、不恭敬の故に無病にして頭を經へる者に法を說く者は突 

吉羅なり。無識•無念•無知者、有病者、髮端を出さしめて說く、事故の時、癡狂者、最初 

の犯行者は不犯なり。 

六七その時.給孤獨園に在しき。その時六群比丘は覆面せる者に法を說 

•六六丄ハ七 r 



203 

けり…乃至… 

『•戈®病こして覆面せる者に法を說かざるべし』との規律は守らるべし」。 

「覆面せる」•とは頭も共に衣にて覆へるを言ふ。覆面せる者に法を說くベから 

ず、不$孜の故に病に非ざるに覆面せる者に法を說く者は突吉羅なり。無識•無 

念.無知者、有病者、頭を出さしめて說く'事故の時、癡狂者、最初の犯行者は不犯なり 

六\ その時.給孤獨園に在しき。その時六群比丘は地に坐して座床に奢 

ける者に法を說けり…乃至… 

『戋池上にgして無一丙にして座床に著ける者に法を說かざるべし』との規律 

は守らるべし」。 

セhに上して無ハ内にして座床に著ける者に法を說くべからず、不恭敬の故に 

地bに上して.#病にして座床に著ける者に法を說く者は突吉羅なり。無識… 

乃至…最初の犯行者は不犯なり。 • 

六九 その時……給孤、獨園に在しき。その時六群比丘は低き座に著きて高き 

座に著ける者に法を說けり。諸比丘の中少欲なる者.非難せり、「何ぞ六群 



比丘は低き座に……說くゃ」と…乃至…「諸比丘、汝等實に低き座に……說くゃJ。 

「實なり、世^」。佛世尊呵食したまへり、「趟人、汝等何ぞ低き座に.說くゃ、愚 

人、これ未^者をして信ぜしめ…乃至.呵货し已りて法話をなしたまひ諸 

比丘に日へり—— 

諸比丘、過去世に波羅奈gに於て一旃陀羅の妻姙娠せり。その時この旃陀 

羅女その夫にかく言へり、r1王、我身籠れり、我蘅羅果を食したし」。「难羅果はなし、 

f今は〕^羅HI木の時に非ず」。「若し得ざれば我死十べし」と。その時王の菴羅樹は常 

に果をもてり。時に諸比丘、彼の旃陀羅はその#緇樹の所に到りてかの樹に 

登りて■れ住せり。時に諸比丘、王は帝師の婆羅門と共にかの：疮羅樹の下に 

204到りて高き座床に坐して呪文を學習せり、時に諸比丘、かの旃陀羅思惟十らく、 

「かの王高き座床に坐して呪文を學習せること實に不如法なり、かの婆羅門も低 

き座床に坐して高き座床に坐せる者に呪文を敎ゅること實に不如法なり、我も 

亦妻の爲に王の#羅果を盗むこと實に不如法なり、これJiベて不法に墮せりと 

てそこに降り來れり。 
^_ 

衆 學六九 



(大分別} 

〔施陀®俱に〔聖典の〕義を知らず 

この呪文を敎ゆる者も 

俱に法を見ず 

亦不法によりて學ぶ者も 

ils門〕我は好味の肉をふりかけたる〔王の〕美味の米飯を食し來れり 

この食の爲に我法を說かざるなり〔されど我〕法は聖者に讃說さる上を知る〕" 

〔旋陀羥恥づべし婆羅門 彼の財利と名利とを 

その行は〔来世には}墮獄の因 〔現世には〕不法行なり 

行き去れ大婆羅門 他の有情も亦煮て食十るなり 

汝不法行をなして 石の瓶を碎破十る如<汝を碎破〕する勿れ。 

諸比丘、その時尙&き座につきて高き座につける者に呪文を說くは我に好 

ましからざりき、今如何でか低き座につきて高き座につける者に法を說くこと 

不快ならざらん、諸比丘、これ未信者をして信ぜしめ…乃至…諸比丘、汝等當 

に是の如くこの學處を誦十べし- 

『我低き座に著きて無病にして高き座に著ける者に法を說かざるべし4の 

規律は守らるべしJ。 

乃至…諸比丘、汝等當 



低き座に著きて無病にして高き座に著ける者に法を說くベからず。不恭敬 

の故に低き座に著きて無病にして高き座に著ける者に法を說けば突吉緇なり。 

無識…乃■至…最初の犯行者は不犯な•り。 • 

七〇 その時……給孤獨11に在しき。その時六群比丘は立ちて坐せる者に法 

を說けり…乃至… 

『我立ちて無病にして坐せる者に法■£說か•さるべし』との規律は守らるべし」。 

立ちて無桐にして…〔六九參照:•最初の犯行者は不犯なり。 

205七一 その時……給孤獨Ifilに在しき。その時六群比丘は後より行きつ、前に 

者tr法を說け. 乃至 

我後よリ行きつV無病にして前方に行く者に法を說かざるべし』との規律 

は守らるべし」 

後より行く若：： 

その時 

…设初の犯行若は不犯なり。 

給孤獨141に在しき。その時六群比丘は惡逍を行きつゞ善逍 

行ける者に法を說け 乃至 

七七二 



經分別(大分別} 
峰 

『我惡道を行きつV無病にして善道を行ける者に法を說かざるべし』との規 

律は守らるべし」。 

惡道を行く者.最初の犯行者は不犯なり。 

七三 その時.給孤獨園に在しき。その時六群比丘は立ちて大便及び小便 

をなせり…乃至… 

『我S病こして立ちて大更又は小便をなさざるべしJとの規律は守らるべし」。 

ffi病にして立ちて大便又は小便をなすべからず、不恭敬の故に無病なるに立 

ちて太便又は小更をなせば突吉羅なり。無識…乃至…最初の犯行者は不犯な 

七四その時.給孤獨園に在しき。その時六群比丘は靑草に大便及びd便 

及び淡唾をなせり…乃至… 

『我無病にして靑草の上に大便又は小便又は痰唾をなさざるべし』との規律 

は守らるべし」。 

鲑病にして青草の上に大便又は小便又は痰唾をなすべからず、不恭敬の故に 



無病にて靑草の上に大便又は小便又は狹唾をなせば突吉羅なり。無識•無念•無 

知者、有病者、無草の處にてなされ草處に擴がり行く、事故の時、癡狂者、最初の犯行 

者は不犯なり。 . 

七五—一 その時……給孤獨園に在しき。その時六群比丘は水上に大便、小便 

206及び痰唾をなせり。諸人……非難せり、「何ぞ沙門釋子は水上に大便、小便及び 

痰唾をなすや、宛も在家受欲者の如し」と。諸比丘彼等諸人の……非難するを聞 

けり。諸比丘の中少欲なる者：：…非難せり、「何ぞ六群比丘は水上に.なす 

や」と…乃至…「諸比丘、汝等實に水上に.なすや」。「實なり、世尊」。佛世尊呵 

責したまへり、「愚人、汝等何ぞ水上に……なすや、愚入、これ未信者をして信 

ぜしめ…乃至…諸比丘、汝等當に是の如くこの學處を誦すべし- 

『我水上に大便又は小便又は痰唾をなさざるべし』との規律は守らるべし」。 

是の如くこの學處は世尊にょり諸比丘の爲に制せられたり。 

二 その時病比丘水上に大便小便及び痰唾をなさんとして畏愼せり。世尊に 

……白せり。時に世尊この因緣にょりて說法をなして諸比丘に告げたまへり、 



「it丘等、病it丘(1水上に大便小便及び恢唾をなすことを聽す、諸比丘、汝等當 
« t • 

に是の如くこの學處を誦すべし- 

『我無病にて水上に大便或は小便或は痰唾をなさざるべし』との規律は守ら 

るべし」。 

毋r内にしてK上に大便或は小便或は疲唾をなすべからず、不恭敬の故に無病 

にして水上に大便或は.なせば突吉羅なり。無識.無念.無知者有病者地上に 

なして水中に擴がる、事故の時、擬狂者、心亂者、痛惱者、最初の犯行者は不犯なり。 

,第七草履品 

諸大德、衆學法は說示さ机竟んぬ。こ*につきて我今諸大德に問はん『こ 

の點に〇きて清淨なyや」。再び問はん'『この點につきて清淨なリや」。三 

度問はん、『この點につきて淸淨なリや今諸大德はこの點につきて清淨 

なリ、かるが故に默然したまふなリ、我是の如くこ札を了解す。 

衆學法竟る 



註〇原語Sapad5g3-戒本の英譯にはW次に行乞して……“の意とす〇もこの場合は本中の 

食を片方ょ6順次^食し実味な〇所5:選びIs々をつ爻み食すべからずとの意な60 

❷kabala 一口に入るゝ飯球な6、漢_には大張口食とす0 

諸大德、今この七滅諍法はli出さる。， 

諍論の生起する每にこれを靜止し滅除する爲に 

現前毘尼は與へらるべし 

憶念毘尼は與へらるべし 

不癡毘尼は與へらるべし 

自言治はなさるべし 

多人語. 

覔罪相 . 

如草覆地、と。 



へ 
經分别(大分別) 三三六 

諸大德、七滅靜法は誧出さ机竟んぬ。こ仉につきて我今諸大德に問はん 

£の點につきて清淨なリや」。再び問は/、『この點につきて清淨なリや」。 

三度問は、『この點につきて清淨なyや」。今諸大德はこの點につきて淸 

淨なリ、かるが故に默然した诖ふなリ、我是の如くこ机を了®す。 

註®七滅箝法の内容に就きては小品笫四京滅說^を足ょ。 

錯大德、因緣は誧出さ机たリ、四波訪夷法は誦出さ仇たリ、十三衍殘法は誧 

出さ机たリ、二不定法は誧出されたリ、三十捨堕法は誧出さ机たリ'九十二筚 

©一法は誧出さ机たり、四悔過法は誦出さ机たリ、衆學法は誧出さ机たy、七滅 

if法はII出さTfLたリ。佛の戒趣に入y正しく戒經に收めら?ttしものは盡 

く半月每に誧出せらる、なリ、こ？flによリー切の和合し歡喜し無淨なるも 

の修學すべきなy。 

大分別竟る 

336 



びくに ふんべつ 

Bhikkhuni-yibhanga 比丘尼分別 

Parajika波羅夷 
比丘尼分別 

彼の世尊、應供、正等覺者に歸命十 

波羅夷 I 
一 その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時ミガーラの孫なる 

サールハは比丘尼僧伽の爲に精舍を作らんと欲せり。かくてミガーラの孫な 

るサールハは比丘尼等の許に到りてかく言へり、「尊師等、我比丘尼僧伽の爲 

に精舍を作らんと欲十、我に營事監督の比丘尼を遺はせ」と。その時四人‘の比丘 

尼比丘尼中に出家せり、卽ちナンダI、ナンダヴティI、スンダリーナン•夕I、トゥ 

ッ-7ナンダ—なり。彼等の中スンダリー比丘尼は年若き出家にして端正美麗、 



SC: Bhikkhuni-vibhanga, Parajika 1:Methunadhamma 

贤皆有能1%悧にして、怠らず、これにつきて方便と思慮とを具し、造作處埋寸るに 

i,vwなりき。かくて比丘尼僧伽はスンダリーナンダー比丘尼を選任してミガ 

—ラの孫なるサールハの營事監督者として遺せり。かくてスンダリ—ナンダ 
てスンダリーナンタ 

1比丘尼は「斧を與へよ、斤を與へよ、鋤を與へよ、鍬を與へよ、銀を與へよ」とてII々 

:f Iテ3系i bナI t rD主iに到れり。サ—ルハも亦f造營の)成不を知る ミガーラの^^るサールノ 

爲屢々比丘尼の住處に行け 

ミガIラの孫/Xるサールハ 

の主處に到れり。サ—ルハも逛31fCH万を妇ヌ 

り。彼等は屢々相會せる爲に染心を生ぜり、かくて 

1スンダリーナンダー比丘尼を染汚十る機を得ざ 

rr\lt D畜こ& /良みどな^り。1^にサールノは食^ 
る故にこれを得んとて比丘尼佾伽の爲に施食をなせり。時にサー"ノ w f.璧 

に於て座を設くるに幾許の比丘尼は尊者スンダリーナンダーの上座なりとて 

一方に座を設けしめ、幾許は下座なりとて一方に座を設けしめ、一隅に於て屛稷 

212の所にスンダリーナンダー比丘尼の座を設けしめたり。かくして上^比丘尼 

には〔彼の尼は〕下座比丘尼の近くに坐十と知り、下座比丘尼には上座比丘/t:の近 

くに座寸と知る樣にせり。かくてミガーラの孫なるサールハは比丘尼僧伽に 

食時を吿げしめたり、「諸尊師、食時到れり、食を調へ已れり」と。スンダリーナ リ^— ナ 

% 



ンダー比丘尼はサールハは恭敬の故に比丘尼衆に施食をな十に非ざるを知り、 

彼は我を染汚せんと欲寸，若し我行けば苦惱を生ぜんとて弟子の比丘尼に命ぜ 

り、「汝往きて我が食を持ち來れ、若し我を問ふ者あらば病なりと言へJ。「是の如 

し、尊師Jとて彼の尼はスンダリ—ナンダー比丘尼に諾へり。 

その時ミガーラの孫なるサールハは門外に立ちてスン.ダリ—ナンダー比丘 

尼を問へり、「尊姉、スンダリ—ナンダIは何處なりや、尊姉、スンダリ—ナン 

ダ—は何處なりや」と。かく言はれし時スンダリIナンダ—比丘尼の弟子はサ 

丨ルハに是く言へり、「賢者、病なり、施食は我持ち歸らん」と。時にサIルハは 

「我比丘尼僧伽の爲に施食をなせしは尊姉スンダリーナンダーの故*り」とて諸 

人に命じて「汝等比丘尼衆に食を供十べし」と言ひて比丘尼住處に到れり。その 

時スンダリIナンダI比丘尼はサールハを慕ひつ、僧園の門外に立てり。ス 

ンダリーナンダー比丘尼は遙にミガーラの孫なるサールハの來れるを見たり 

見已りて{j房に入りて頭をも覆ひて床中に臥せり。時にサールハはスンダリ 

Iナンダー比丘尼の許に到りてかく言へり、「尊姉、何事か不决なる、何が故に 

〇 



臥するや」。®者、欲せざる人を欲十る者は是の如きな 

欲せざる、されど汝を染汚十るの機を得ざりしなり」とて 

•タリIナンダー比丘尼に身相觸れたり。 

の如きなり」。「尊姉、我何ぞ汝を 

なり」とて染心にて染心あるスン 

その時老弱にて足を痛める一比丘尼スンダリーナンダー比丘尼の近くに臥 

せりひかの尼はサIルハの染心もて染心あるスンダリーナンダー比丘尼と身 

を相摩觸せるを見たり。見已りて譏嫌非難せり、「何ぞ尊姉スン•タリーナンダ 

Iは染、いもて染、いある男子の身に觸る、を樂受十るや」と てかの尼は諸 

213比丘尼にこれを語れり。諸比丘尼中少欲知足にして恥を知り懺悔心あり、學戒 

を欲十る者は譏嫌非難せり、，「何ぞ尊姉スンダリーナンダーは染心ありて…… 

樂受ナるや」と。かくてかの尼等はこれを諸比丘に告げたり。彼の比丘等譏嫌 

非難せり、「何ぞスン MV I ナンダー比丘尼は染心ありて 樂受十るや」と。 

て彼の比丘等この事を世尊に白せ 時に世尊この因緣によりて比丘衆 

を集めしめ諸比丘に問ひたまへり、「比丘等、實にスンダリーナンダー比丘尼 

は染心あ 樂受するや/「實なり、世尊」。佛世尊呵責したまへり、『諸比乓 



そはスンダリ！ナンダI比丘尼に適法に非ず、隨順行に非ず、威儀に非ず、沙門行 

に非ず、淨行に非ず、爲十ベからざる所なり、諸比丘、何ぞスンダリーナンダー比 

丘尼は染心ありて……樂受ナるや、諸比丘、これ未信者をして信ぜしめ、巳信者 

をして信を增長せしむる所以に非ず、こは寧ろ未信者をして不信を起さしめE 

信者をして他に轉向せしむる所以なり」と。かくて世尊は種々の方便もてスン 

ダリーナンダI比丘尼を呵責したまひ、扶養し難く給養し難く、多欲にして足る 

を知らず衆中に交はりて放逸なるの非を說きたまひ、種々の方便もて扶養し易 

く給養し易く、少欲知足にして淸淨、頭陀を好み、端正にして衆中に交はらず勇猛 

精進なるを讃歎したまひ、諸比丘の爲に適切隨順なる法話をなして諸比丘に日 

へり、「比丘等、然らば我十利の爲の故に諸比丘尼の爲に學處を制ナベし、僧を 

攝する爲に、衆僧安樂の爲に、惡比丘尼を調伏十る爲に、善比丘尼安樂に住する爲 

に、現世の漏を斷せんが爲に、来世の漏を減せんが爲に、未信者をして信ぜしめん 

が爲に、已信者をして〔信を〕增長せしめんが爲に、正法久住の爲に、律を愛重ナる爲 

に。諸比丘、比丘尼は當に是の如くこの學處を誦ナべし—— 

波羅夷一 - 三31 



何机の比丘尼と雖も染心をもつて、染心ある男子の頸骨よリ下、膝よy上に 

或は捉摩し或は重摩し或は捉へ或は捺し或は抱下するを樂受すれば、こ机 

亦皮羅—にして共住すべからざるものなリ。〔是藤已上波羅夷なリ」と— 

I一 「何れの」とはいかなるものをも 
生てより、名により、姓により、戒によ 

、精舍により、行域によりこのいかなる者をも 或は上臘或WT脸或は中1 

これを『何れの」と言ふなり。 ，さぇ 

『比丘尼」とは乞求の義の比丘尼、乞食に從事せる義の.比丘尼匍截衣を著くる奢 

の比丘尼、沙彌尼の比丘尼、自稱の比丘尼、善來比丘尼、三歸依により進具せる比丘 

尼、善比丘尼、眞實比丘尼、有學比丘尼、無學比丘尼、兩部の和合僧によりて白匹羯磨 

によD遮難なく價値ありて進具されたる所の比丘尼あり。その中かの兩咅の 

和合僧により白四羯磨によりて遮難なく價値ありて進具されたるものこtこ 

の處に於て意味さる、比丘尼なり。 

「染心をもちて」とは尼欲念に驅られ、樂欲し染著十る^り。 

蕖心ある」とは男子欲.念に驅られ、樂欲し染著十るなり 

VA 



「男子」とは人の男子にして夜叉男、餓鬼男，畜生男に非ず•人男の身の摩觸をなし 

得る智あるものを言ふ。 

「頸骨より下」とは頸骨已下なり、『膝より上」とは谈以上なり。 

「捉f-とは單に觸る、程度なり。m摩」とは處々に觸る、なり。^へ」とは單に 

捉ふる程度なり。「捺し」とは單に推ナ程度なり。「或は抱下ナるを樂受すれば」と 

は身分を捉へて^しつけるを樂受ずるなり。 

「波羅夷」とは恰も頭を斷たれたる彼の軀幹〔のみ〕を以ては活き得ざるが如く、是 

の如く比丘尼にして染心をもちて染心ある男子の頸骨已下膝已上に或は捉摩 

し或はm摩し或は捉へ或は掠し或は抱下するを樂受十れば沙門女に非ず、釋女 

に非ず、この故に波羅夷なりと言ふ。 

「共住十べからざるものなり」とは共住とは同一羯磨，同一說戒にて共に學習十 

るもの、これを共住と名づく、そは彼の尼と共にあらず、この故に共住十くからず 

と言ふなり。 . 

羯磨，同一說戒にて共に學習十 

二人俱に染心ありて頸より下、膝より上に身々相摩獨十れば波羅夷/tり、身 

波羅夷 

a 



をもつて身に著持せるものに摩觸十れば偷蘭遮なり、身に著持せるものをもつ 

て身に摩觸寸れば偷蘭遮なり、身に著.持せるものをもつて身に著持せるものに 

摩觸十れば突吉羅なり。手より放てる物をもつて身に摩觸十れば突吉羅汔り、 

手より放てる物をもつて身に著持せるものに摩觸十れば突吉羅なり'手より放 

てる物をもつて身に著持せるも.のに摩觸十れば突吉羅をり 

頸より上、膝より下に身をもつて身に摩觸十れば偷蘭遮なり、身をもつて身に 

著持せる物に摩觸寸れば突吉羅なり、身に著持せるものをもつて身に摩觸十れ 

ば突吉羅をり、身に著持せる物をもつて身に著持せるものに摩觸十れば突赢 

なり、身より放てるものにて身に摩觸十れば突吉羅なり'身より放てる物をもつ 

て身に著持せる物に摩觸十れば突吉羅なり、身より放てる物をもつて身より姑 

てるものに摩觸十れば突吉羅なり。 

.一人染、いありて頸より下、膝より上に身をもつて身に觸るれば偷蘭遮なり、身 

をもつて身に著持せる物に觸るれば.手より放.てる物をもつて手より放て 

る物に镯るれば突吉羅なり。 



頸より上、膝より下に身をもつて身に觸るれば突吉羅なり、身をもつて身に著 

持せる物に觸るれば 

突吉羅なり。 

手より放てる物をもつて手より放てる物に觸るれば 

二人俱に染心ありて夜叉或は餓鬼或は黃門或は畜生の人體を有寸る者の頸 

ょり下、膝ょり上に身をもつて身に觸るれば偷蘭遮、身をもつて身に著持せるも 

のに觸るれば.手より放てる物をもつて手より放てる物に觸るれば突吉羅 

頸ょり上、膝ょり下に身をもつて身に觸るれば突吉羅なり、身をもつて身に著 

持十る物に觸るれば.手より放てる物をもつて手より放てる物に觸るれば 

突吉羅なり。 

一人染心ありて頸より•下、膝より上に身をもつて身に觸るれば突吉羅なり、身 

をもつて身に著持せるものに觸るれば 

てる物に觸るれば突吉羅なり。 

手より放てる物をもつて手より放 

厂_ 

頸より上、Biより下に身をもつて身に獨るれば突吉羅なり、身をもつて身に著 

波羅夷 
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持せるものに觸るれば.手より放てる物をもつて手より放てる物に^るれ 

ば突吉羅なり。 / 

ニー無識•無念.無知者、受樂せざる者、擬狂者、心亂者、痛惱者、最初の犯行者は不犯な 

り0 

• 比丘尼分別第一波羅夷竟る 

波羅夷二 

I その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時スンダリIナンタ 

i比丘尼はミガIラの孫なるサールハによりて脏娠せり、胎兒の幼き間は隱 

せしが胎兒成長し僧伽を去りて產めり。比丘尼等偷蘭難陀比丘尼にかく言へ 

り、「尊姉、.スンダリ.1ナンダーは近頃佾伽を去りて出、產せり、彼の尼は沙門尼 

中にift娠せるにあらずや」。「然をり、尊姉」。『尊姉、汝比丘尼の波羅夷法を犯せる 

を知りて何が故に自ら擧罪して衆に吿.げざるや」。『彼の尼の不名#迕るもの、そ 

は我が不名#たり、彼の尼の惡名は我が惡名なり、彼の尼の恥辱は我が恥辱*り 



217 
彼の]^の不利は我が不利なり、何ぞ我自ら不名费、惡名、恥辱、不利なることを他に 

向ひて語らんや」と。諸比丘)[iの中少欲なる者譏嫌非難せり、「何ぞ尊姉倫l^i雛 

陀は他比丘尼の波羅夷法を犯せるを知りて自ら擧罪せず衆に吿げ’ざるや」と。 

かくてかの比丘尼等は諸比丘にこの事を語れり。諸比丘はこれを世©:に白せ 

り。時に世尊この因緣をもつて比丘衆を集めしめたまひ法話をなして諸比丘 

に問ひたまへり、「諸比丘、偷蘭難陀比丘尼は實に他比丘尼の……擧罪せず… 

…吿げざるや」。「實なり、世尊j。佛世尊呵責したまへり、「諸比丘、何ぞtjrlj難陀 

比丘尼は他比丘尼の……擧罪せず……吿げざるや、諸比丘、これ未trt者をして 

信ぜしめ已信者をして……轉ぜしむるものなり…乃至…比丘等、諸比丘尼は 

當に是の如くこの學處を誦十べし—— 

何机の比丘尼と雖も他比丘尼の波羅夷法を犯せるを知リて而も自ら擧莊 

せず衆に告げず、〔後〕彼の尼或は住し或は減し或は擯滅せら机或は外道に 

入乳る時彼の尼かく言はん、『尊姉等、我先に是の比丘尼を彼の尼は是4 

の者なyと知^Iリ、我自ら擧罪し衆に吿ぐるを欲せざyしなリJJJ、是亦波羅 



夷にして共住すべからざるものなリ。こ机S罪波羅夷なリ」と。 

11 — I 「可れの」とは如何なるものをも…乃至…。 

「比丘尼」とは…乃至…これこの處にて意味さる、比丘尼なり。 

r知りて」とは自ら知り或は他のもの彼に告げ或は彼の尼1らj吿ぐるなり。 

『波羅夷法を犯せるを」とは八波羅夷の中何れかの一波羅夷を犯せるをなり。 

「自ら擧罪せず」とは自ら呵責せざるなり。 

「衆に吿げず」とは他の比丘尼に吿げざるなり。 

「彼の尼或は注し或は滅十る時Jとは住しとは自相に於て住寸るを言ふ。滅し 

とは死せるを言ふ。「檳減せられ」とは自ら【僧伽〕を出で或は他によりて追放され 

たるなり。「外道に人れる」とは外道派に行けるものなり。 

彼の尼後にかく言はん、『尊姉等、我先にこの比丘尼を彼の尼は是々の者な 

りと知れり、我自ら擧罪十るを欲せざりしなり」とは自ら擧罪せざるなり。「衆に 

吿げず」とは〔後に到りて〕知れる諸比丘に吿げざるなり。 

「是亦」とは前のものをとりて言ふなり。 . 



「波羅夷にしてJとは恰も枝より落ちたる枯葉の【再び〕綠なること能はざるが如 

く、是の如く比丘尼にして他比丘尼の波羅夷法を犯せるを知りて而も「我自ら擧 

罪せず、衆に告げず」と責務を放棄せば沙門尼に非ず釋子女に非ざるなり、この故 

に波羅夷^りと二言ふ。. 

「共住十べからざるものなり」とは' …：この故に共住すべからざるものと言ふ 

二僧伽に鬪靜、紛亂"異執、口論等あるべしとて吿げざる、破僧若しくは僧下^合 

あるべしとて吿げざる、これ矗惡無慈にして命難梵行難を起十べしとて吿げざ 

る、他の如法比丘尼の見えざる時吿げざる、覆藏の意なくして吿げざる、自らの行 

によりて知らるべしとて告げざ.る、癡狂者*初の犯行者は不犯なり。 

第二波羅夷竟る 

波羅夷三 
ナンタ| 

I その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨•園に在しき。その時偷蘭難陀比丘尼は 

和合僧にょりて擯せられたる元鹰師なるアリッタ比丘に隨順せり。諸比丘m 



の中少欲なる者……非難せり'「何ぞ尊姉偷閩難陀は和合……隨順寸るや」と.： 

乃至…『諸比乓實に偷蘭難陀比丘尼は和合…隨順寸るや」。「實なり、世尊」。侦 

世尊呵責したまへり、.『諸比丘、何ぞ偷蘭難陀比丘尼は和合.隨順丁るや諸 

比乓これ未信者をして信ぜしめ…乃至…諸比丘、比丘尼等は當に是の如く 

この學處を誦十べし 

何仇の比丘尼と雖も和合僧によりて法によy律によy師の敎によyて擯 

せら机、恭敬せず、未だ許さ机ず、共住さ机ざる彼の比丘に^^順せば彼の比丘 
尼ま諸比丘尼によリて斯く言はるべし『尊姉、彼の比丘は和合偕によy法 

によy律によy師の敎によリて搭せら机、恭敬せず朱だ許さ机ず共住さ机 

ざる者なり、尊姉、かの比丘に隨順すること勿机』と。 

扒の比丘尼諸比丘尼によりて斯く言はれて尙固執せばこの比丘尼は諸比 

1H尼こよリてそを捨てしむる爲に三度洼て諫吿さるべし、三度法て諫吿さ 
\ 

札て若しそを捨つ札ば是可なリ、若し捨てざ乳ば是亦波羅夷にして兵住す 

ベからざるものなリ。こ札被舉隨順波羅夷なリJと。 



219 二—一 『何れの」とは……意味さる、比丘尼なり。 

『和合」とは僧衆が同一界に於て等しく共住者として存十るなり。 

rlせらる」とは罪を認めず或はIt悔せず或は〖惡見をj捨せざるによりて捜せら 

る、なり。 
「法により律により」とはその法により、その律によりてなり。r師の敎によりて」 

とは勝者の敎により怫陀の敎によりてなり。 .. 

「恭敬せず」とは佾伽若しくは別衆若しくは人若しくは羯磨を無視十るなり。 

『未だ許されず」とは擯せられて未だ復權せざるなり。 

*住されざるもの」とは同一住の比丘等を共住と云ふ、彼は彼等と共にあらず、 

この故に共住されざるものと言ふ。 

「彼に隨順せば」とは彼の比丘は是を昆る者是を忍ずる者是を樂ふ者たり、彼の 

尼も亦それを見それを忍じそれを樂ふ者たるなり。 

「彼の比丘mは」とはかの被擯比丘に隨順十る所の比丘尼なり。「諸比丘尼によ 

りて」とは他の見聞せる諸比丘尼によりて言はるべきなり— 



▲ 經分別(比丘尼分別) 三五二 

_ . I ■ - . I. ' mili^^— - 1111 ' I bi^ii^i^^l^li^l' ■ 

「尊姉、かの比丘は和合僭により法により……隨順十ること勿れ」と、二度言は 

るべし…乃至…三度言はるべし…乃至…若し捨つればこれ可なり.若し捨てざ 

れば突吉羅なり、聞きて言はざれば突吉羅なり。かの比丘尼は佾中に引かれて 

言はるべし、「尊姉、かの比丘は和合僧によりて法により.隨順十ること勿 

れJと、二度言はるべし…乃至…三度言はるべし…乃至…若し捨つれはこれ可な 

り、若し捨てざれば突吉羅なり。彼の比丘尼は〖僧によりて〕諫吿さるべきなり、諸 

比丘、是の如く諫吿さるべし、聰明堪能なる一比丘尼、僧中に唱言十べし—— 

大姉僧聞きたまペどの某甲比丘尼は和合僧により法により律により師の 

敎によりて擯せられて、恭敬せず、未だ許されず、共住されざるかの比丘に隨 

順十。この尼この事を捨てず、若し僧に時機可なれば僧は某甲比丘尼をか 

の事を捨てしむる爲に.諫吿せん、是白なり。 ‘ 

大姉僧聽き，たまへ、この某甲……捨てず、僧は某甲比丘尼をかの事を捨てし 

むる爲に諫吿十、諸尊姉の中某甲比丘尼をかの事を捨てしむる爲に諫吿す 

るを£ずる者は默し、忍ぜざる者は說きたまへ。二度との事を言はん…乃 
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至…三度この事を言はん…乃至…。 

某甲比丘尼は僧によりてかの事を捨てしむる爲に諫吿され竟んぬ、僧は忍 

じたまへり.我了解す’と。 

白によりて突吉羅なり、二羯磨語によりて偷蘭遮なり、羯磨語竟りて波羅夷な 

り0 . 

『是亦」とは前のものをとりて言ふ。. 

「波羅夷なり」とは恰も割れて兩分せる大石の再び合すること能はざるが如、 

220是の如く比丘尼にし‘て三度まで諫吿されて捨てざれば沙門女に非ず釋女に非 

ずどの故に波羅夷なりと言ふ。 

「共住すべからざる者なり」とは共住とは……この故に共住す‘ベからざる者な 

りと言ふ。 

二 法羯磨に法羯磨想にて捨てざれば波羅夷なり、法羯磨に疑念ありて捨てざ 

れば波羅夷なり、法羯磨に非法羯磨想にて捨てざれば波羅夷なり。非法羯磨に 

法羯磨想なるは突吉羅非法羯磨に疑想なるは突吉羅、非法羯磨に非法羯磨想な 

波羅夷一 



るは突i-.*n羅VJ:りし 

三諫吿せられざる者、捨てたろ者、S狂者、最•初の犯行者«不犯な 

第一一 一 彼^^^る 、， 

波羅离四 
その時佛世踔は舍衞城、祇樹給孤®阅に在しき。その時六群比丘尼は染心 

いて：^へ」ある：^：十の手を^るを樂受し、衣を捉るを樂受し共に1/to共にIs,J 

き、Ji) 來るを樂み待ちM處 かの〖一e觸の〕染法を行ぜんが 

爲ノ V に身を相近^せた〇。諸比丘尼の中少欲/J:る者 

し、K1-4 仲比.tr.尼は……樂受 に.立ち共に語 行き 

非馳せ 

入り… 身を5 

近崙せるナと…乃至…藷比丘、實に六群比丘尼は 相近寄せるヤ」。食なり、 

郇出^呵-!•:1r 
/1 Jl /1; nr 
■諸比in、何ぞ六群比丘尼rt 相近济せるや、 

諸比丘、これ未倍#を •誦すべ 
着 

何机の比丘尼と雖も染心をもちて染心ある男子の手を捉るを樂受し、或は 



衣を捉るを樂受し、或は共に立ち、或は共に語リ、或は共に期して行き、或は男 

221•子の來るを樂み待ち、5屛處に入りHgはかの染法を行ずる^、その爲に身 

を相近寄せ机ば、是亦波羅夷にして共住すべからざるものなリ、こ机八事波 

羅夷なリ」と。 

二丨一 「何れのjとW.意味さる、比丘尼なり。 

一.染心をもちて」とは尼欲念に驅られ、樂欲し、染著するなり。 

「染心ある」とは男子欲念に驅られ、樂欲し染著するなり。 

「男子」とは人の男子にして夜叉男、餓鬼男、^生男に非ず、人男の身の摩觸をなし 

得る智ある者なり。 

「手を捉るを樂受し」とは手とは时ょり爪先までなり、かの染法を行ずる爲頸以 

下、膝以上を捉るを樂受することにして偷蘭遮なり。 

「衣を捉るを樂受す」とはかの染法を行ずる爲衣或は外套を捉るを樂受ナるこ 

とにて偸蘭遮なり。 

「共に立ち」とはかの染法を行ぜんが爲に男子の申手内に立つことにて偷蘭遮 

波羅夷四 三五五 



「共に語り」とはかの染法を•行ずる爲に男子の申手內に立ちて語ることにして 

偷蘭遮なり。 . 

「共に期して行き」とはかの染法を行ずる爲に男子にょり某處に行けと，言はれ 

て行くなり、步々に突吉羅なり、男子の申手內に達せ•る所にて偷蘭遮なり。 

「男子の來るを樂み待ち」とはかの染法を行ずる爲に男子の來るを樂み待つこ 

とにして突吉羅なり、申手內に達する所にて俞蘭遮なり。 • 

『屛處に入り」とはかの染法を行ずる爲に何人かと屛處に人れる昕にて偷蘭遮 

「その爲に身を相近寄せれば」とはかの染法を行ずる爲に男子の申手內に立ち 

て身を近寄せることにして偷蘭遮なり。 

「是麥とは前者をとりて言ふなり。 

•「波羅夷なり」とは恰かも多羅樹の頭切らる、時は再び生長すること能はざる 
麵 

222が如く、是の如く比丘尼にして第八事を成ずれば沙門女に非ず、釋女に非ず、この 



故に波羅夷なりと言ふ。 

「共住すべからざるものなり」とは共住とは.この故に共住すべからざるも 

のなりと言ふ。 

二無識者、無念者、無知者、樂受せざる者、擬狂者、心亂者、痛惱者、最初の犯行者は不 

犯なり。 

第四波羅夷竟る . 

諸尊姉、八波羅夷法は11出さ仉竟んぬ。f若し芘丘尼その中の何仇にても 

犯せば諸比丘尼と共住するを得ず、〔出家〕前の如く波e夷となリて後は共 

住すべからざるものなリ。こ机につきて我今諸苺姉に問はん、「この點に 

つきて清淨なリや」。再び問はん、「この點につきて清淨なリや」。三度問は 

ん、「この點につきて清淨なyや」。今諸尊姉はこの點につきて清淨なリ、か 

るが故に默然した洼ふなU。是の如く我こ仇を了解す」。 

波羅夷品竟る 



別(比丘尼分別〕 三五八 

--- 

註©比丘/11戒には八波羅夷あみ、その中最初の四は比丘戒と间一なる故に筲略しm四ょ6 

Cるな6 〇 

❷底本にnikujeとあるは巴利善見律の如く nikl-cとすべし、シャム本にはnikuddcとす 



諸尊姉、今この十七僧殘法はli出さる 

僧殘一 
| その時佛世尊は舍衛城、祇樹給孤獨園に在 

伽に小屋を施して死せり。彼に二兒有り、一は 

淨心あり、彼等は父の遺產を分てり。時にかの 

しき。その時一優婆塞比丘尼俏 

信心無く浄心無く、一は信心あり 

:ョロ、ぃ陡く爭、ぃ無き者信心ぁり^ 

心ある者にかく言へり、「我等の小屋*り、かれを分配せん」と。斯く言はれてか 

の信、ぃぎり^、ぃぁる者、言、ぃ無く淨心無き者にかく言へり、「その如く言ふこと 

勿れ、〔彼の僧房は莪等の父によりて比丘尼僧伽に施與されしものなり」と。W 

びかの屠心無く浄心無き者は信心有り淨心有る者にか 、「我等の小屋 

なり、かれを分配せん」と。その時かの信心有り 

にかく言へり、「その如く言ふこと勿れ、我等の 

淨心ある者、信心無く^心無き者 

父によりて比丘尼俏伽に施與さ 

れしものなり」と。三度彼の信心無く…『…かれを分配せん」と。その時かの信心 

五九 



別(比丘尼分別：} 三六〇 

あり淨心ある者若し我が物とならば我亦比丘尼僧伽に施與せんと思ひてかの 

信心無く淨心無きものに斯 、「分配せん」と てかの小屋は彼等に 

ょりて分配されし時かの信心無く淨心無き者に歸せり。時に信心無く淨心な 

き彼は諸比丘尼の許に到りてかく言へり、「諸姉、去り給へ、これ我等の小屋な 

り」と。靳く言はれし時偷蘭難陀比丘尼はかの人にかく言へり、「卿、かく言ふ 

こと勿れ、これ卿の父にょりて比丘尼僧伽に施與されたるものなり」と。〔與へら 

れたるものなり〕、與へられたるものに非ずとて司法の大官等に問へり。大官 

等は是く言へり、「尊姉、誰か、比丘尼僧伽に施與されたるを知るや」と。かく言 

はれて偷蘭難陀比丘尼はかの大官等にかく言へり「大官、證人を立て、施與物 

224の與へらる、を尊官等は見聞せられしことありや」と。かくてかの大官等は「尊 

姉W;眞實を語る」とてかの小屋を比丘尼僧伽のものとなせり。その時かの人敗 

訴して譏嫌非難せり、「この剃頭の惡女人は沙門尼に非ず、何ぞ我等の小屋を奪 

取せしむるや」と。偷蘭難陀比丘尼は大官等にこの事を吿げたり。大官等はか 

の人を杖打せしめたり。時に杖打せられたる彼は比丘尼住處の近くに邪命外 



道の床を作らしめ邪命外道を敎唆せり、「汝等彼の比丘尼等を言ひ負すべし」と 

偷蘭難陀比丘尼は大官等にこの事を吿げたり。大官等は彼の人を縛せしめた 

り。諸人譏嫌非難せり、「何ぞ比丘尼等は小屋を奪はしめ、第二には杖打せしめ、 

更に第三に縛せし*むるや、今〔更に〕殺さしむべし」と。比丘尼等かの諸人の.非 

難するを聞けり。諸比丘尼の中少欲なる者……非難せり、「何ぞ尊姉偷蘭難陀 

は訴訟をな十や」と て彼の比丘尼等はこの事を諸比丘に語れり…乃至 

「諸比丘、實に偷蘭難陀比丘尼は訴訟をなすや」。「實なり、世尊」。佛世尊呵貴した 

まへり、「諸比丘、何ぞ偷蘭難陀比丘尼は訴訟をなナや、諸比丘、これ未信者を 

して……誦すべし—— 

何乳の比丘尼と雖も訴訟をなせば、或は居士と、或は居士兒と或は奴婢と、或 

は被傭者と、乃至沙門出家者となすと雖も、この比丘尼は最初よy罪となる 

法を犯せるものにして僧殘なリ、去リて懺悔すべし」と。 

—一 「何れの」とは 意味さるゝ比丘な 

訴訟」とは判決をな十を言ふ 



「居士」とは何人にても家に住十る者なり。 

「居士^とは何人にても兒兄弟なり。 ' 

「奴婢」とは家中にて生れたるもの'買はれたる者、捕虜となれるものなり。 

「被傭者」とは傭はれたるもの、勞働者なり。 

「沙門出家者」とは比丘、比丘尼及び式叉摩那、沙彌、沙彌尼を除t何人にても出家 

を得しものなり。 
225訴訟を爲さんとて助伴者を求め或は管人に荇けば突吉羅なり、一人の一訴を官 

に}吿ぐれば突吉羅なり、第二者の〔訴を官〕に吿ぐれば偷蘭遮なり、訴訟已れば僧殘 

なり。，. 
• • 

「最初より罪となる」とは事を行ずると共に罪となり〔僧伽の〕諫吿によらざるな 

「去りて懺悔すべし」とは僧伽ょり去るべきなり。 

「僭殘なり」とは僧かの罪に對して別住を與へ、繰返して始めょり懲罰を受けし 

め、〔後)復權せしむるものにして數人又は一人の比丘尼〔の所業}に非ず、この故に 

I 



僧殘と云ふ。かの罪聚に對する羯磨の別號なり、この故に亦僧殘と言ふ。 

二人の爲に牽かれて行く、保護を乞ふ、〔何人と〕指定せずして(被害を〕訴ふ、.擬狂 

者、最初の犯行者は不犯なり。 

僧殘 = 

その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時毘舍離に於ける 
チヤ•牛 

離車人の妻姦通者なりき。時にかの離車人その女にか 、「やよ、汝止め 

よ、我等汝を害十べし」と 言はる、も聞かざりき。その時里舍離にて離車 

人の組合或る用事にて集合せり。その時かの離車人は彼等離車人にかく言へ 

り、「諸卿' 我が一婦を處分せられよ」。『その婦は誰なるや」。「我が婦姦通せり、我 

彼女を殺さん」。「汝これを知るべし」と。かの婦は夫我を殺さんと欲十と聞き、貴 

重の財寶を持ちて舍衞城に行き外道の」許に到りて出家を乞へ 外道は出家 

せしむるを欲せざりき。比丘尼の許に到りて出家を乞へり。比丘尼も亦出家 

せしむるを欲せざ 偷蘭難陀比丘尼の許に到りて財寶を示して出家を乞 



り、ベs J難陀比丘尼は財寶をとりて出家せしめたり。 • 

時にかの離車人かの婦を求めて舍衞城に行き比丘尼中に出家せるを見て拘 

§4影國王^^ナ^Tの許に到り王にかく言べり、『大王、我が婦貴重の財寶を携へ 

て舍衞城に來れり、大王彼女を處分したまへ」。「然らば汝、探し出して告げよ」。「大 

王、比丘尼中に出家せるを見出せり、「若し北丘尼中に出家せば彼女に.何事をも. 

念し得ず、世尊によりて法は善く說かれたり’苦を盡さんが爲に彼.女はよく梵行 

を—十べし」と。時にかの離車人は譏嫌非難せり、「何ぞ諸比丘尼は賊女を出家せ 

しむるや」と。比丘尼等かの離車人の.非難十るを聞けり。諸比丘尼の中ヵノ 

欲たる者.非難せり、「何ぞ尊姉偷蘭難陀は賊女を出家せしむるや」と力く 

てかの比丘尼等諸比丘尼にこの事を吿げたり…乃至…「諸比丘實に偷蘭難陀 

比J£尼frl賊女を出家せしむるや」。「{貫なり、世尊」。佛世尊呵責したまへり「諸比 

丘、偷蘭難陀比丘尼は何が故に賊女を出家せしむるや、諸比丘、これ未信者を 

して……誦ナべし——，• 

何乳の比丘尼と雖も知yて、M女の死罪なること知られ王或は僧伽或は衆 



社或は講社或は組合に許を得ずして具足戒£受けしむれば免罪者に授く 

るを除きこの比丘尼も亦最初よリ罪となる法を犯せるものにして僧殘な 

リ、去リて熾悔すべし」と。 

「何れの」とは 意味さるゝ比丘尼な 

「知り?とは自ら知り或は他の者が吿げ或は彼の女〖自ら¥ぐるなり。 

「賊女」とは五マ—サカ或は五マ—サカ以上の價値ある與へられざるものを盜 

心もて取れるもの、これを賊女と名づく。 

「死罪にして」とはこれを作して死すべき罪を得たるなり。 

「知られ」とは他C人によりて彼の女は死罪者なりと知らる、なり。 

「許を得ずして」とは許可を乞はざるなり。 

「王」とは【彼の女を宝の支配せる時は王に許を得べし。 

「僧伽」とは比丘尼僧伽を云ふ、比丘尼に許を得べし。 

「衆社」とは衆社が支配せる時は衆社に許を得べし。 

「講社」とは講社の支配せる時は講社に許を得べし。 



引バ只五斥夕印」 

「組合」とは組合の支配せる時は組合に許を得べし。 

227「免罪者を除き」とは免罪者を除外するなり、免罪者に二あり、【先に〕外道中に出 

家し居り或は他の比丘尼僧中に出家せる者なり。 

免罪者を除きて、授具せんとて衆僧或は阿闍梨或は衣或は鉢を求め或は界場 

を結ナれば突吉羅なり、白によりて突吉羅、二羯磨語によりて偷蘭遮、羯磨語竟り 

て和尙は憎殘、衆僧及び阿闇梨は突吉羅なり。 

「この比丘尼も亦」とは前のものをとりて言ふなり。 

f最初より罪となる」とは.この故に又僧殘と言ふ。 

二賊女に賊女想にて免罪者を除き授具すれば僧殘なり、賊女に疑想にて. 

突吉羅なり、賊女に非賊女想にて……不犯^り。非賊女に賊女想たるは突吉羅 

なり、非賊女に疑想なるは突吉羅なり、非賊女に非賊女想なるは不犯なり。 

三知らずして授具十、許を得て授具ナ、免罪者となれる者に授具す、癡狂者、最初 

の犯行者は不犯なり。 



僧殘三 

| その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時バッグ！カビラ— 

ニーの弟子比丘尼は諸比丘尼と共に爭ひて村里の親戚に行けり。バツダ！力 

ビラーニーはかの比丘尼の見えざる爲比丘尼等に問へり、「某尼は何處なりや、 

彼の尼見えず」。「尊姉、比丘尼等と爭ひて去れり」。「尊姉、某村に彼の尼の親戚 

あり、そこに行きて求めょ」と。比丘尼等そこに行きてかの比丘尼を見てかく言 

へり、「尊姉、汝何が故に獨りにて来れるや、汝犯されざりしや否や/「尊姉、我 

犯されざりき」と。 

諸比丘尼の中少欲なる者……非難せり、「何ぞ比丘尼獨りにて村中に行くや」 

と…乃至…「諸比丘、實に比丘尼は一人にて村中に行くや」。「{貰なり、世尊」。佛世 
228尊呵責したまへり、「諸比丘、何ぞ比丘尼獨りにて村中に行くや^比丘、とれ 

未信者を 誦十べ 

何れの比丘尼と雖も獨りにて村中に行けば、この比丘尼も亦最初ょり罪と 

なる法を犯し僧殘なり、去りて駿悔十べし」と。 



經分別(比丘L匕分別) 三六A- 

是の如く世尊によりて諸比丘尼の爲にこの學處は制せられたり。• 

二 その時二比丘尼沙祇より舍衞城に到る途中にありき。中途に於て河の渡 

る、、/きあり。その時かの比丘尼等は舟師等の許に到りてかく言へり、「賢者、我 

等を渡されよ」。「尊姉、二人を一度に渡すこと能はず」とて獨りづ.つ渡せり、〔か 

くて〕渡^る者は渡れる尼を犯し、渡ら.ざる者は渡らざる尼を犯せり。彼の尼等 

後共に行きつ、問へり、「尊姉、師は犯されざりしや」。「尊姉、我犯されたり、汝 

は犯されざるや/「我犯されたり」と。かくてかの比丘尼等舍衞城に到り諸比丘 

尼にこの事を吿げたり。諸比丘尼の中少欲なる者……非難せり、「何ぞ比丘尼 

獨りにて河を超ゆるや」と。かくてかの比丘'尼等この事を諸比丘に吿げたり。 

諸比丘はこれを世尊に白せり。「諸比丘、實に比丘尼は獨りにて河を超ゆるや」。 

「實なり、世尊」。佛世尊呵責したま〈り、「諸比丘、何ぞ比丘尼は獨りにて河を超 

ゆるや、諸比丘、これ未信者をして……誦すべし 

何れの比丘尼と雖も獨りにて村中に行き、或は獨りにて河を超ゆれば、この 

比丘尼も亦最初より罪となる法を犯し僧殘なり、去りて懂悔すべし」と。 

368 



是の如く世尊にょりて諸比丘尼の爲にこの學處は制せられたり。 

=1 その時多くの比丘尼舍衞城に到らんとて拘薩羅國にて夜分一村落に著せ 

り。その時一比丘尼顔貌端麗なりき。一男子彼の比丘尼を見るや染著心を起 

せり。かくてかの人諸比丘尼に臥床を設けるにかの尼の床を一方に置けり。 

229時にかの尼かの人の染心を起せるを知り、若し夜来れば我に困惑あるべしとて 

〔他の〕比丘尼等に吿げずして一家に到りて宿せり。畤にかの人は夜來りて彼の 

尼を見ずしてかく言へり、「彼の尼は必ず男子と共に出でしなり」と。時にかの 

比丘尼•«その夜竟りて諸比丘尼の許に来れり。比丘尼等かの比丘尼にかく言 

へり、「尊姉、汝何が故に男子と共に出でしや」。「尊姉、我男子と共に出でず」と 

て諸比丘尼にかの事を語れり。詫比丘尼の中少欲なる者……非難せり、「何ぞ 

比丘尼獨りにて夜出で去るや」と…乃至…「諸比丘、實に比丘m'獨りにて夜出で 

行くや……誦十べしI 

何れの比丘尼と雖も或は獨りにて村中を行き、或は獨りにて河を超え或は 

獨りにて夜出行十ればこの比丘尼も亦最初ょり罪となる法を犯し僧殘な 



®分別(比丘尼分別) 三七〇 

へ ― —. I I 

り、去りて懺悔ナベし」と - 

是の如く世尊によりて諸比丘尼の爲にこの學處は制せられたり。 

四 その時衆多の比丘尼拘薩羅國にて舍衞城に到る中途•にありき。その時一 

比丘尼は大便を催して獨り殘りて後より行けり。諸人彼の尼を見て犯せり。 

かくてかの比丘尼は諸比丘尼の許に到れり。.諸比丘尼かの比丘尼に斯く言へ 

り、姉、汝何が故に獨りにて殘れるや、汝犯されざりしや」。「尊*r我犯され 

たり」と。諸比丘尼の中少欲なる者.非難せり、「何ぞ比丘尼獨り衆より殘る 

や」と…乃至…「諸比丘、實に比丘尼は獨り衆より殘るや」。「實なり、世尊」。佛世尊 

呵責したまへり、「諸比丘、何ぞ比丘尼は獨り衆より殘るや、諸比丘、これ未信 

者をして.誦十べし— 

.何？flの比丘尼と雖も或は獨yにて村中を行き、或は獨yにて河を超え、或は 

獨yにて夜出行し、或は獨リにて衆よリ殘机ば、この比丘尼も亦最初よリ罪 
230となる法を犯し僧殘なリ、去リて傻悔すべし」と。 

五 「何れの」とは.意味さる、比丘尼なり。 
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「或は獨りにて村中を行けば•とは有籬の村の籬を第一脚超ゆれば偷蘭遮なり、 

第二脚超ゆれば僧殘なり。無籬の村落の村界を第一脚超ゆれば偷蘭遮、第二脚 

超ゆれば僧殘なり。 

「或は獨りにて河を超ゅれば」とは河とは〔勝、兩膝の〕三輪を覆ひて何處にても渡 

る比丘mの下衣の儒る、所なり、第一脚渡れば偷蘭遮なり、第二脚渡れば僧殘な 

「或は獨 にて夜出行すれば」とは伴友比丘尼と申手間を捨て去らんと十れば 

夜明けと共に偷蘭遮なり、去り已りて僧殘な 

「或は獨りにて衆より殘れば」とは村落なき空處にて伴友比丘尼と眼界、或は耳 

界を捨て去らんと十れば偷蘭遮なり、去り已りて僧殘なり。 

「この比丘尼も亦」とは前のものをとりて言ふなり。 

■最初より罪となる」とは この故に亦僧殘と云ふ 

二伴友比丘尼去り或は歸俗し、或は死し、或は外道に歸せる時、事故の時、癡狂者 

最初の犯行者は不犯なり。 



I その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時チャンダカーリー 

比丘尼は僧伽に於ける鬪諍者、紛亂者、口論者、論爭者、事件を起十者なりき。偷蘭 

.ン砂，比丘尼は彼の尼に羯磨を作すを遮せり。その時偷蘭■陀比丘尼は或る用 

事にて村里に行けり。その時比丘尼僧伽は偷蘭難陀比丘尼出で行けりとてチ 

231ャンダカーリ—比丘尼を罪を認めざるにょり樓せり。偷®難陀比丘尼は村里 

にてその用を終りて再び舍衞城に歸れり。チャンダカーリー比丘尼は偷蘭難 

陀比丘尼來るも座席を設けず足〔洗ふ末、足〔上寸る〕臺、足±ナる〕板を持ち來らず、出 

で迎へて衣鉢を受け取らず、飲物を問は.ざりき。倫蘭難陀比丘尼はチャンダカ 

1リー比丘尼にかく言へり、「尊姉、汝何が故に我來れるに座席を設けず、足水、 

足臺、足板を持ち來らず、出で迎へて衣鉢を受け取らず、飲物を問はざるや」。「尊姉、 

.庇護無きものは是の如きのみ」。「尊姉、汝何が故に庇護なきや」。「尊姉、彼の比 

•丘尼等は我を、『こは守護なく、智無し、彼には何事をも爲十ことなし』とて罪を認 



めざるによりて檳せり」と。 

Jy蘭難陀比丘尼は「彼等は愚昧、無能なり、彼等は羯磨或は锚磨の不成或は羯磨 

の不善、或は羯磨の成就を知ることなし、我等C:そ羯磨も羯磨の不成も羯磨の下 

善も羯磨の成就も知る、我等は未だ作さざる羯磨を作さしめ、或は已に作せる羯 

磨を遮せん」とて疾かに比丘尼僧伽を集めしめチャンダヵーリI比丘尼を解罪 

せり。諸比丘尼の中少欲なる者……非難せり、荷ぞ尊姉偷蘭難陀は和合僧によ 

り法により律により師の敎によりて擧罪せられたる比丘尼を〔羯磨を〕作せる僧 

伽の許を得ず、?の〕衆の承諾を認めずして解罪するや」と…乃至…「諸比丘、實 

に偷蘭難陀比丘尼は：…•解罪ナるや」。「{貫なり、世尊」。佛世尊呵責したまへり、r諸 

比丘、何ぞ偷蘭雛陀比丘尼は.解罪ナるやII比丘、これ未信者をして，.. 

誦十べしI 

何札の比丘尼と雖も和合僧によリて法の如く律の如く師敎の如く搔せら 

机たる比丘尼を〖羯磨を〗作せる僧伽の許を得ず〔その}衆の承諾を認めずして 

解罪すれば、この比丘尼も亦最初にて罪となる法を犯し僧殘なリ、去リて懺 



悔すべし」と。 

I一 「何れの」とは 意味さるゝ比丘尼を 

「和合」とは僧衆が同一界に於て等 共住者として存十るなり 

■檳せらる、」とは罪を認めず或は懺悔せず或は〔惡見を〕捨せざるによりて擯せ 

らるゞな 

「衆 

—4 1 w W/ 

「法の如く律の如く」とはその法によりその律によりてなり。「師敎の如く」とは 

勝者の敎により、佛陀の敎によりてなり。 

「作せる僧伽の許を得ずして」とは羯磨を作せる僧伽の許を得ずしてなり。「衆 

の承諾を認めずして」とは衆の承諾せるを知らずしてなり。 

「我解罪せん」とは衆を求め或は界場を選定ナれば突吉羅なり、白によりて突吉 

羅、二羯磨語によりて偷蘭遮、羯磨語竟りて僧殘なり。 

「この比丘尼も^Jとは前のものを^りて言ふなり。 

「最ン初にて罪となる」とは この故に亦僧殘と言ふ 

法羯磨に法羯磨想にて解罪十れば僧殘なり、法羯磨に疑想にて.法羯碧 



に非法羯磨想にて解罪十れば僧殘なり。非法羯磨に法羯磨想なるは突吉羅な 

り、非法羯磨に疑想なるは突吉羅、非法羯磨に非法羯磨想なるは突吉羅なり。 

三羯磨を作せる僧伽に請ひて解罪十、衆の承諾を知りて解罪十、懷悔の行をな 

せる者に解罪ナ，羯磨を作せる僧伽の不善なる時解罪十、擬狂者、最初の犯行者は 

不犯なり。， . 

僧殘五 

一 その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時スンダリーナンダ 

I比丘尼は端正美貌なりき。諸人食堂にてスンダリーナンダI比丘尼を見て 

染心をもちて染心あるスンダリーナンダー比丘尼に最上の食を與へたり。ス 

ンダリーナンダ—比丘尼は充分に食し他の比丘尼等は滿足に得ざりき。諸比 

丘の中少欲なる者.非難せり、「何ぞ尊者スンダリIナンダーは染心をもち 

て染心ある男子の手ょり硬食、軟食を自手にて受けて食瞰ナるや」と…乃至…『諸 
233比丘、實にスンダリーナンダー比丘尼は染、いをもち.食嗽十るやJ。「{貫なり、 



世尊」。佛世尊呵責したまへり、「諸比丘、何ぞスンダリーナンダ—比丘尼は染 

、いをもち.1食或は軟食を自手にて受けて食瞰するや、諸比丘、これ未信者 

をして 十べ 

可れの比丘尼と雖も染心をもちて染心ある男子の手よy硬食或は軟食を 

自手にて受けて食嗽す札ば、この比丘尼も亦最初にて罪となる法を犯し僧 

殘なリ、去yて懺悔すべし」と。 

|丨一 「何れの」とは 意味さるゝ比丘尼な 

r染心をもちて」と•は尼欲念に驅られ、樂欲し、染著するなり。 

『染心ある」とは男子欲念に驅られ、樂欲し、染著十るなり。 

「男子」とは人男にして夜叉男、餓鬼男、畜生男に非ず、人男の受樂する智あるもの 

「硬食」とは五正食、水と楊枝を除きたる殘餘を硬•食と名づく。「軟食」とは五種の 
♦ • 

軟食卽ち飯、粥、經、魚、肉なり。 ： 

食せんとて捉れば偷蘭遮、食咽する每に僧殘たり。 



『この比丘尼も亦」とは前のものをとりて言ふなり。 

「最初にて罪となる」とは……この故に亦僧殘と言ふ0 

水と楊枝とを受くれば突吉羅な 方に染心ある時食せんとて受 

ば突吉羅、食咽ナる每に偷蘭遮なり、水と楊枝を受くれば突吉羅なり。兩人俱に 

染心ありて夜叉男或は餓鬼男或は黃門或は畜生の人の形をなせるもの、手よ 

り食P®せんとて受くれば突吉羅なり、食咽十る毎に偷蘭遮なり、水と楊枝を受く 

れば突吉羅な 人染心ありて食嗷せんとて受くれば突吉羅，食咽十る毎に 

突吉羅なり、水と楊枝を受くれば突吉羅なり。 

三兩人俱に染心なし、染心無しと知りて受く、擬狂者、最初の犯行者は不犯なり 

僧殘 

一 その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時スンダリーナンダ 

1比丘尼は端正美貌なりき。諸人食堂にてスンダリーナンダー比丘尼を見，染 

心をもちてスンタリーナンタ^比丘尼に最上の食を與へたり。スンダリ^ —ナ 
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經分別(比丘尼分別} 三七八 

ンダー比丘尼は畏愼して受けざりき。次座の比丘尼は彼の尼に斯く言へり、「尊 

她、汝何が故に受けざるや」。「尊姉、f彼菜心あるなり」。「汝も亦染心あるや」。「我 

は染心なし」。「尊姉、汝に染心なき限り彼の男子染心あるも或は無きも汝に何 

をかなさん、いざ、尊姉、かの男子の汝に與ふる所の硬食或は軟食を汝自手にて 

受けて食瞰せよ」と。 

諸比丘尼の中少欲なる者.非難せり、「何ぞ比丘尼かくの如く言ふや、『尊 

姉、汝に染心なき限り.食瞰せよ』と」…乃至…「諸比丘、實に比丘尼は斯く言 

ふや、『尊姉、汝に染心なき限り.食瞰せよ』と」。「實なり、世尊」。佛世尊呵責し 

たまへり、「諸比丘、何ぞ比丘尼は是の如く言ふや、『尊姉、汝に染心なき限り 

.食せよ』と、諸比丘、これ未信者をして.誦すべし- 

何机の比丘尼と雖も是の如く言はK『苺姉、汝にして染心無くんば、彼の 

男子染心有るも染心なきも汝に何をかなさん、いざ尊姉、彼の男子の汝に 

與ふる硬食或は軟食を自手に受けて食®せよ4、この比丘尼も亦最初にて 

罪となる法を犯し僧殘なリ、去リて賭悔すべし」と。 



ニーー 「何れの」とは.意味さる、比丘尼なり。 

「是の如く言はゞ」とは「尊姉、汝にして染心なくんば.食瞰せよ」と勸むれば 

突吉羅なり、彼の語によりて食せんとて受くれば突吉羅なり。食咽する每に偷 

235蘭遮なり。食事竟りて僧殘なり。 

「この比丘尼も亦」とは前のものをとりて言ふなり。 

「最初にて罪となる」とは……是の故に亦僧殘と言ふ。 

二 水と楊枝を受けよと勸むれば突吉羅なり、彼の語によヴて食嗽せんとて受 

くれば突吉羅なり。一方に染心ある時夜叉男或は餓鬼男或は黃門或は畜生の 

人の形をなせるもの、手より【受けてM食或は軟食を食敵せよと勸むれば突吉 

羅なり。彼の語によりて食瞰せんとて受くれば突吉羅、食咽する每に突吉羅、食 

事竟りて偷蘭遮なり。水と楊枝を受けよと勸むれば突吉羅なり、彼の語により 

て食嗷せんとて受くれば突吉羅なり。 

三染心なしと知りて勸む、「怒れる者は受けず」と言ひて勸む、「家の親愛によ 

りては受けず」と言ひて勸む、癡狂者、最初の犯行者は不犯なり。 
r I— - --- - ■ ■-1 ■■ : ! 

僧 殘六 三七力 
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第七瞋心捨三寶違諫戒 

SC: Bhikkhuni-vibhanga, SaiighMisesa 7: Sancaritta 

經分別(比丘尼分別：} 三八〇 

僧殘七 

一 その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時チャンダカーリー 

比丘尼は諸比丘尼と爭ひ瞵り喜ばずしてかく言へり、「我は佛を捨つ…乃至… 

戒を捨つ、何そ沙門釋子女のみ沙門女ならん、他にも懺悔を知り愼み有り、戒を學 

ぶ沙門女ぁり、我かの許にて梵行を修すべし」と。諸比丘の中少欲なる者……非 

難せり、「何ぞ尊姉チャンダカーリー比丘尼は瞋り喜ばずして是の如く言ふや、 

『我佛を.修すべし』と1-.:乃至…「諸比丘、實にチャンダカーリー比丘尼は瞋り 

喜ばずして是の如く言ふや、『我佛を.修すべし』と」。「實なり、世尊」。佛世尊呵 

責したまへり、「諸比丘、何ぞチャンダカーリー比丘尼は愼P喜ばずして是の 

236如く言ふや、「我佛を.修すべし」と、諸比丘、これ未信者をして.誦すべし—— 

何れの比丘尼と雖もssy喜ばずして是の如く言はん、『我佛を捨つ…乃至 

…我戒左捨つ、何ぞ沙門釋子女のみ沙門女ならん、他にも懺悔を知リ愼み有 

り戒左學ぶを欲する沙門女あリ、我彼の許にて梵行を修すべし』と。この比 
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丘尼は諸比丘尼によyて是の如く言はるべし、『尊姉、Bay喜ばずして是 

の如く言ふこと勿机、『我佛を……修すべし」と、尊姉、歡ぶべし、法は善く說 

か机たリ、苦を盡す爲に善く梵行を修すべし』と。この比丘尼諸比丘尼によ 

リて是の如く言は机て尙固執す机ば、この比丘尼は諸比丘尼によyてこ机 

を捨てしむる爲に三度诖で諫吿せらるべし。三度法て諫吿せら机て若し 

そを捨つ机ば可なy、若し捨てざ机ばこの比丘尼も亦三度にて罪となる法 

を犯し僧殘なリ、去りて懺悔すべし」と。 

I —•一 「何れの」とは……意味さる、比丘尼なり。 

「^り喜ばずして」とは滿足せず激動し不滿なることなり。 

「是の如く言はん」とは「我佛を.修すべし」と言ふなりQ 

「この比丘足」とは是の如く言ふ所の比丘尼なり。 

「諸比丘尼によりて」とは〔これを〕見聞せる所の他の比丘尼によりて言はるべき 

なり、「尊姉、愼 修すべし」と。二度言はるべし、三变言はるべし、若し捨つ 

ればこれ可なり、若し捨てざれは突吉羅なり、聞きて言はざれば突吉縱な 



237 

の比丘尼は僧中に將かれて言はるべし、「尊姉、瞋り喜ばずして是の如く言ふ 

こと勿れ、「我佛を捨つ、我法を捨つ、我僧を捨つ、我戒を捨つ……修すべし」とZ:度 

言はるべし、三度言はるべし、若し捨つればこれ可な$、若し捨てざれば突吉羅な 

り。この比丘尼は諌吿さるべし、諸比丘、是の如く諫吿さるべし聰明堪能の一 

比丘尼僧中に唱ふべし—— 

大姉僧聽きたまへ、この某甲比丘尼は瞋及喜ばずして是の如く言ふ、『我佛 

を.修せん』と、彼この事を捨てず、若し僧時可ならば僧はこの事を捨てし 

むる爲に某甲比丘尼を諌吿せん、是白な$。 

大姉僧聽きたまへ、この某甲.捨てず、僧はこの事を捨てしむる爲に某甲 

比丘尼を諫吿す。諸大姉の中某甲比丘尼をこの事を捨てしむる爲に諌吿 

するを忍ずる者は默したまへ，忍ぜざ.る者は說きたまへ。二度我この事を. 

一一一ーロふ…乃至…三度我この事を言ふ…乃至… 

僧は某甲比丘尼をこの事を捨てしむる爲に諌吿し竟んぬ、諸大姉は……我 

了^す、と。 



白によりて突吉羅なり、二羯磨語によりて倫蘭遮なり、羯磨語竟りて僧殘なり 

僧殘罪のものには白による突吉羅罪、二羯磨語による偷蘭遮罪を除く。 

「この比丘尼も亦」とは前のものをと及て言ふなり。 

「三度にて罪となる」とは三度諫吿して罪となり、事を行ずると共に罪とならざ 

るものなり。 

「去々て懺悔すべし」とは僧伽よセ去るべきなり。 

「僧蘇とは…乃至…この故に亦僧殘と言ふ。 

二如法羯磨に如法羯磨想にて捨てざれば僧殘な，り、如法’羯磨に疑想にて…… 

如法羯磨に非法羯磨想にて捨てざれば僧殘なり。非法羯磨に如法羯磨想なる 

は突吉羅なり、非法羯磨に疑想なるは突吉羅なり、非法羰磨に非法羯磨想.なるは 

突吉羅なり。 

三諫吿せられざる者、擒つる者、癡狂者、最初の犯行者は不犯なり" . 

僧殘 

〇 



一 その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時チャンダカーリー 

比丘尼は或る諍事にて斥けられ瞋り喜ばずして是の如く言へり'「諸比丘尼は 

238愛に隨ひmに隨ひ、擬に隨ひ、怖に隨ふ」と。諸比丘尼の中少欲なる者……非難せ 

り、「何ぞ尊姉チャンダカーリー比丘尼は或る靜事に……是の如く言ふや. 

隨ふJと」…乃至…「諸比丘、チャンダカーリー比丘尼は實に或る諍事に……是の 

•如く言ふや……隨ふ/「實なP、世尊/佛世尊呵責したまへり、「諸比丘、何ぞチ 

ャンダカーリー比丘尼は或る靜事に.是の如く言ふや.隨ふ』と、諸比丘、 

これ未信者を.して..誦すべし- 

何朮の比丘尼と雖も何等かの靜事にて斥けら机Biリ喜ばずして是の如く 

言はん、『諸比丘尼は愛に隨ひ…乃至…怖に隨ふ1。この比丘尼は諸比丘 

尼によyて是の如く言はるべし、『尊竦何等かの諍事に於て遮せら机is 

リ喜ばずして是の如く言ふこと勿れ、『諸比丘尼は愛に隨ひ…乃至…怖に 

隨ふ」と、尊姉こそ愛に隨ひ又膽に隨ひ痿11隨ひ怖に隨はんとするなリ』と。 

この比丘尼II比丘尼によyて是の如く言は机て尙固執せばこの比丘尼は 



「 --1-^ 

諸比丘尼によyてそを捨てしむる爲に三度盆て諫吿さるべし。そを捨て 

しむる爲に三度aて諫吿さ机てそを捨つ机ば是可なy、若し捨てざ机ば是 

の比丘尼も亦三度にて罪となる法を犯し僧殘なリ、去りて懺悔すべし」と。 

ニーー 「何れ：の」とは.意味さる、比丘尼なり。" 

「何等かの諍事にて」とは諍事とは四種の諍事なり、卽ち爭論諍事、非難諍事、罪過 

諍事、義務諍事なり。 _ 

「斥けられ」とは*けたるを言ふ。 

『01.及喜ばずして」とは滿足せず、激動し不滿なることな々。 

「是の如く言はん」とは「諸比丘尼は愛に隨ふ…乃至…怖に隨ふ」と言ふなり。 

「この比丘尼は」とは是の如く言ふ所の比丘尼なり。 

「諸比丘尼によりて」とは【これをI聞せる他の諸比丘尼によりてな々。彼等に 

よりて.百はるべし、「尊姉、何等かの諍事にて……怖に隨はんとす」と。二度言 

はるべし、三度言はるべし、…〔僧殘七、一1、一-三參照、『腿6云々V『何等かの云々{C代へ、£の3£叩 

23911:丘;11は.gぅi:ム々V-TJの某9-比丘/11は何锿かの1:ム々』に代ふ>:最初の犯行者は不犯なり。 

厂____1---》 
僧 殘八 三八五 
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僧殘 九 

I その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時偷蘭難陀比丘尼と 

弟子の諸比丘尼とは相親近して住し〔共に}惡行をなし、惡聲を楛、惡名を放ち、比丘 

尼僧伽の惱亂者にして互の罪を覆藏せり。諸比丘尼の中少欲なる者……非難 

せり、「何ぞ比丘尼等相親近して住し……罪を覆藏するや」と…乃至…「諸比丘、 

實に比丘尼等相親近して住し 覆藏するや」。「實なり'世掌」。佛世尊呵責 

まへり、「諸比丘、何ぞ比丘尼等相親近して住し 覆藏するや、諸比丘、これ 

未信者を 誦すべ 

比丘尼等相II近して住し、惡行をなし、惡啓を得、惡名を放ち、比丘尼僧伽 

の惱亂者たリ、互の罪を覆葳する者ならん、この比丘尼等は諸比丘尼によリ 

て是の如く言はるべし、『諸姉は相親近して住し……覆葳する者なリ、諸姉、 

相離るべし、諸姉の相離るVことを僧伽は證ずるなyt。この比丘尼等it 

比丘尼によリて是の如く言は札て苘固執せば、この迚丘尼等II比丘尼によ 



リて之を捨てしむる爲に三度まて諒吿せらるべし、三度含て諫吿されて若 

しそを捨つ机ば是可なy、若し捨てざ机ばこ机等の比丘尼も亦三度にて罪 

となる法を犯し僧殘なリ、去yて懺悔すべし」と。 

二1一 「若し比丘尼等」とは受具せるものを言ふ。 

「相親近して住す」とは相親近するとは隨順行に非ざる身口によりて相親近し 

て住するな$。「惡行をなす者」とは不善なる行業を具せるなり。「惡聲を得る者」 

とは惡評の流布せる者なり。「惡名を放つ者」とは悪業によりて生活をなす者な 

240り。「比丘尼僧伽の惱亂者」とは互の間に羯磨をなされる時〔これを〕遮するなり。 

「互の罪を覆藏する者」とは互の罪を隱-匿するな及。 

「この比丘尼等」とはこの相親近せる比丘尼等な 

「諸比丘尼によりて」とは〔これを〕見聞せる他比丘尼によりてなり。彼等により 

て言はるべし、「諸姉は相親近して住し……證ずるなり」と1:度言はるべし、三度 

言はるべ •〔僧殘七、11、一 參照、®姉、瞬う云々VIS姉は相親近して云々^し、£の比丘尼』をビ 

れ等の比丘尼』とし、£の某屮比丘尼』を£の某中某卬比丘尼等.は相親近して住す……彼等Z.の-3fを捨 

r 



てず.某甲某5"比丘M等を諫frせん.某5-某W比丘/s等を.』とす:•僧殘罪を得たる者に 

は白による突吉羅、二羯磨語による偷蘭遮を除く。 

二人三人は一人にて諫吿さるべし、それ以上なれば諫吿さるべ•からず。 

「これ等の比丘尼も」とは前のものをとりて言ふなり。 

「三度にて罪となる」とは三度まで課吿されて罪となり、事を行ずると共に罪と 

ならざるなり。 

「去りて傲悔すべし」とは僧伽より去るなり。 

「僧Pとは…乃至…この故に亦僧殘と言ふ。 

二 如法羯磨に如法羯磨想にて捨てざれば…〔悅殘七、二、二參照.:非法羯磨に非法 

羯磨想なるは突吉羅なセ。 

三諫吿せられざる者、捨てたる者、癡狂者、最初の犯行者は不犯な及。 

僧殘一〇 

その時佛世尊は舍衞城、fs樹給孤獨園に在しき。その時偷蘭II陀比丘尼は 



僧伽によりて諌吿されし比丘尼等にかく言へり、「大姉等、汝等相親近して住 

すべし、汝等別々に住すること勿れ、僧伽には他比丘尼にも是の如く行じ是の如 

241き聲を得，是の如き名を放ち、比丘尼僧伽の惱亂者たり、互の罪•を覆藏する者あり、 

彼等には僧伽は何事も言はず、僧伽は輕侮蔑視嫌惡によpptにより根據も無く 

f等に斯く云ふなり、『諸姉は相親近して住し共に•悪行をなし、惡聲を得、惡名を 

放ち、比丘尼僧伽の惱亂者たり、互の罪を覆藏する者なり、諸姉、相離るべし、諸姉 

の相離る、ことを僧伽は讃ずるなぷと」。 

諸比丘尼の中少欲なる者……非難せP、「何ぞ大姉偷蘭難陀は僧伽によPて 

諫吿されし諸比丘尼に是の如く言ふや、『犬姉等、汝等相親近して住すべし… 

…讃ずるなり』と」…乃至…「諸比丘、實に偷蘭難陀比丘尼は僧伽によりて諫吿さ 

れし比丘尼等に是の如く言ふや、天姉等、汝等相親近して住すべし……證ず 

るなり』と」。「實なり、世尊」。佛世尊呵责したまへり、「諸比丘、何ぞ倫蘭難陀比丘 

尼は僧伽にょりて諫吿されし比丘尼等に對して是の如く言ふや、『大姉等、汝等 
A 

相親近してftすべし.證ずるなり』と、諸比丘、これ未信者をして信ぜしめ… 

r 



經分別(比丘尼分別〕 三九〇 

誦すべし—— 

何机の比丘尼と雖も是の如く言はんに、『大姉等、汝等は相親近して住す 

べし、汝等は別々に住すること勿机、僧伽には他比丘尼にも是の如く行じ、是 

の如きIIを得、是の如き名を放ち、比丘尼僧伽の惱亂者たリ、互の罪を覆葳す 

る者ぁリ、僧伽は彼等には何事も言はず、偕伽は题侮蔑視婚惡により噂によ 

リて根據もなく汝等に斯く言ふなリ、「諸姉は相親近して住し共に惡行を 

なし、惡聲左得、惡名を放ち、比丘尼僧伽の惱亂者たリ、互の罪を覆藏する者な 

リ、諸姉、相離るべし、諸姉の相離る、ことを僧伽は讃ずるなリ」と』。 

この比丘尼は諸比丘尼によyて是の如く言はるべきなy、『大姉、是の如 

く言ふこと勿机、1大姉等、汝等は相親近して住すべし……讚ずるなリ」とJ。 

この比丘尼|§比丘尼によリて是の如く言はるV時尙固執す机ば、この比£ 

尼は諸比丘尼によリてそを捨てしむる爲に三度まて諒吿さるべきなり、三 

度^て諫吿さるゞ時若しそを捨つ机ばこ机可なリ、若し捨てざ^ばこの'比 

丘尼も亦三度にて罪となる法を犯し僧殘なリ、2リて憶每すくし」と。 



二「何れの」とは.意味さる、比丘尼なり。 

「是の如く言はんに」とは「〖犬姉等、汝等は〕相親近して……「僧伽は輕侮によりて 

汝等に1ふな1」とは侮蔑によりてなり。「蔑視によりて」とは無視してなり。 

242「嫌悪によ及て」とは怒によりてなり。「噂によりて」とは噂話によりてなり。「根據 

なく」とは賛成者なきことな「是の如く言ふ」とは「諸姉は相近親して.讃ず 

るなり.」と云ふなり。『この比丘^とは是の如く言ふ所の比丘尼なり。 

「諸比丘^によりて」とはこれを見聞せる所の他の比丘尼等によPてなリ、彼等 

によDて言はるべきなり、「大姉、是の如く言ふこと勿れ、『大姉、汝等相親近 

して住すべし.讃ずるなJと」。二度言はるべし、三度言はるべし…〔ffr殘七'二、一 

丨三參照、『大姉、汝K6云々>ご，大姉、汝是の如く言ふこと勿れ云々』とし、，大姉僧aきた^へ、乙の某 

甲比丘尼は泔伽Kよ6て諫*3れし比丘尼に是の如く言ふ、『六姉等、汝等相親近して住すべし云々』 

とすべし〕…最初の犯行者は不犯なP。 

諸大姉、十七僧殘法は說示され已んぬ。〔初の〕九は最初にて罪となり、〔後 



經分別(比丘尼分別) 三九 

のAは三度にして罪となる、比丘尼こ机等の何れかを犯せばかの比丘尼は 
丨ナ 

二部の僧伽中にて十四日の摩那埵(別住行づべし。摩那埵を竟机る比丘 

尼はそこに二十人衆の比丘尼僧伽有る時は彼の比丘尼は復歸を許さるベ 

し。若し二十人衆に一人にても少なき比丘尼僧伽な机ば、かの比丘尼を復 

歸せしめんとするも、かの比丘尼は復歸を得t又その諸比丘尼は呵賣せら 

るべし。こ机この時に於ける如法行なU 

是につきて我今諸大姉に問はん、『この激につきて清淨なリや」。二度我問 

はん、『この點につきて清淨な5や」。三度紫問はん、『この點につきて淸淨 

なyや」。今諸大姉はこの點につきて淸淨なリ、かるが故に默然したまふな 

リ。我こ札を是の如く了解す。 . 

十七〔僧殘j竟る.. - • 

註〇比丘尼に十七僧殘ぁ6、內七は比丘戒と共通なる故に省略し十を出す。 

©底本には tumhaf二，les sa3*gho…とあ〇もシャム^にょ6 tumhe ycva SAghoとIsli*ベ 
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諸大姉、今この三十尼薩耆波逸提法は!i出さる 

捨m1 

その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨圜に在しき。その時六群比'丘尼は多く 

の鉢を積み蓄へたり。諸人は精舍巡禮をなして〖これを〕見、譏嫌非難せり、「何そ 

諸比丘尼多くの鉢を積み蓄ふるや、比丘尼は鉢商をなし或は陶器店を開くや」と 

諸比丘尼彼等諸人の……非難するを聞けり、彼等諸比丘尼の中少欲なる者： 

非難せり、『何ぞ六群比丘尼は鉢の蓄積をなすや」と…乃至…「諸比丘、實に六 

比丘尼は鉢を蓄積するや」。「{貫なり、世尊」。佛世尊呵責したま(り、「諸比丘、 

ぞ……なすや、諸比丘、これ未信者をして……誦すべし—— 

何机の比丘尼と雖も鉢の蓄積をなすものは尼薩詹波逸提なリ」と。 

二—一 「何れの」とは.意味さる、比丘尼なり。 

「鉢」とは二種の鉢あり、鐵鉢、泥鉢なり。鉢の種類に三あり、大鉢中鉢小鉢なり 

舍 S一 . 三九三 

〇 何群 



大鉢とは半アールハカ量の飯と四分の一量の可食物或はそれに應ずる羹菜を 

容る、なり。中鉢とはナーリ量の飯と四分の一量の可食物、それに應ずる獒菜 

を容る、なり。小鉢とはパッタ量の飯と四分の一量の可食物、それに應ずる獒 

菜を容る、なり。それより大なるは鉢に非ず、小なるは鉢に非ず。 

「蓄積をなす」とは受持せず、淨施せざる〖ものを蓄ふる〕なり。 

「尼薩耆なり」とは二夜蓄へて〕夜明と共に尼薩耆にして僧或は別衆或は一比丘 

尼に捨すべきなり。「諸比丘、是の如く捨すべし。 

かの比丘尼#伽に到りて偏袒右肩し上座諸比丘尼の足を禮し、煳跪合掌して. 

是Q如く云ふべ.L- 

『諸大姉、この鉢は我により一夜を過ぎて蓄へられたるものにして捨すべ 

きものなり、我こを僧に捨す』と。 

捨し已りて罪を自白懺悔すべし。聰明堪能なる一比丘尼によりて罪〖の懺悔j 

は受けらるべし、捨鉢は還與さる，〈し- 

『大姉僧聽きたまへ、この鉢は某甲比丘尼の捨墮鉢にして僧に捨し已れり、僧 



苦し時可ならば僧はこの鉢を某甲比丘尼に【還しMへん』と。 

【或は又〕かの比丘尼衆多の比丘尼の許に到りて偏袒右肩し上座諸比丘尼の足 

を禮し朝跪合掌して是の如く言ふべし— 

『諸大姉、この鉢は我により一夜を過ぎて蓄へられたるものにして捨すべ 

きものなり、我こを諸大姉に捨す』と。 . 

舍し巳りて罪を自白懺悔すべし"聰明堪能なる一比丘尼によりて罪の懺悔 

は受けらるべく、捨鉢は還與さるべし— 

『諸大姉聽きたまへ、この鉢は某甲比丘尼の捨墮鉢にして諸大姉に捨し已れ 

り、諸大姉若し時可ならば諸大姉はこの鉢を某甲比丘尼に還し與へん』と。 

【或は又〕かの比丘尼一比丘尼の許に到り、偏袓右肩し煳跪合掌してかく言ふべ 

し— 

『大姉、この鉢は我によりて一夜を過ぎて蓄へられたるものにして捨すべ 

きものなり、我こを大姉に捨す』と。 

捨し巳りて罪を自白懺悔すベ.し。かの比丘尼によりて罪の懺悔は受けらる 
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別(比丘尼分別) 三九六 

ベく、捨鉢は還し與へらるべしI 

『我この鉢を大姉に與ふ』と。 

二過夜に過夜想なるは捨墮なり、過夜に疑想なるは捨墮なり、過夜に不過夜想 

なるは捨墮なり。非受持に受持想なるは捨墮なり。不說靜に說浄想なるは捨 

245Mなり。不遺與に遺與想なるは捨墮なり。不失に失想なるボ壞に壤想なる、不 

燒に燒想なる、不奪に奪想なるは捨墮なり。捨墮鉢を捨せずして受用すれは突 

吉羅なり。 

不過一夜に過想なるは突吉羅なり、不過一夜に疑想なるは突吉羅なり、不過一 

夜に不過想な•るは不犯なり。 . 

三夜明以前に受持し、說淨し、遺與し、失ひ、壤れ、燒かれ、奪はれて【鉢を〕捉る者、親厚 

想にて捉る者、癡狂者、最初の犯行者は不犯なり。 

三.その時六群比丘尼は捨鉢を還與せず、世尊に 白せり、「諸比丘、捨鉢を 

與へざるベからず、與へざる者は突吉羅なり」と。 



捨m 二 
I その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時衆多の比丘尼は村 

中の住tにて安吾し竟り戒を具し威儀を具して弊衣破衣にて舍衞城に到れり 

優婆塞等この諸比丘尼を見て「この諸比丘尼は戒を具 破衣なり、この諸比 

り。偷蘭難陀比丘 丘尼は賊に遭へるならん」とて比丘尼僧伽に非時衣を施與せり。偷蘭難陀比丘 

尼は『我等には迦締那衣式行はれ〖たる故に)時衣なり」とて受持して配分せしめた 

り。優婆塞等はかの諸比丘尼を見てか へ「諸大姉は衣を得たるや」。「賢 

者、我等は衣^得ず'倫蘭難陀尼『我等には迦締那衣式行はれ、時衣なり』とて受持 

してffi分せしめたり」と。 

優婆塞等譏嫌非雛せり、「何そ尊姉偷蘭難陀は非時衣を時衣なりとて受持し 

て配分せしむるや』と。諸比丘尼彼等の.非難するを聞けり。諸比丘尼の中 

少欲なる者……非難せり、「何ぞ尊姉偷蘭難陀は.配分せしむるや」と。かく 

てかの諸尼はこの事を諸比丘に語れり。諸比丘は世飭にこの事'白せり、「諸 

246比兄、實に偷蘭難陀雛尼は……配分せしむるや」。食なり®#」。佛世尊呵貴し 

I 



經分別(対£宅^&ぐ 
__ _I I ■ - - I - ■ -f 

たまへり、藷比丘、何ぞ偷_難陀比丘尼は.配分せ♦しむるや、諸比丘、これ 

未信者をして.誦すべし- 

何机の比丘尼と雖も非時衣を時衣なリとて受持し配分せしむ机ば尼薩耆 

波逸提なリ」と0 

二丨一 「可れの」とは.意味、さるゝ比丘尼なり。 ' • 

「非時衣」とは衣式の行はれざる時は十一箇月中に得たるもの、迦締那衣 

式の行はれたる時は七箇月中に得たる^•のなり。時中に指名せられて與へら 

れたるもの、これを非時衣と名づく。 

寺衣なりと受持して配分せしむれば、その作業は突吉羅にして栎已りて捨墮 

なり、僧伽或は別衆或は4比丘尼に捨すべし。「諸比丘' 是の如く捨すべし 

「諸大姉、この非時衣は我にょりて時衣なりとて受持して配分せるものにして 

捨墮衣なり、我こを僧伽に捨す…乃至…還與せん」と。…乃至…:.U?衆)還與せんJ。 

…乃至…「…大姉に我還與す」と0 

二 非時衣に非時衣想にて時衣なりとて受持し配分せしむれば捨墮なり、非時 

398 



衣に疑想にて.突吉羅なり、非時衣に時衣想にて.不犯なり。時衣に非時 

衣想なるは突吉羅なり、時衣に疑想なるは突吉羅なり、時衣に時衣想なるは不犯 

0 

三非時衣を非時衣想にて配分せしむ、時衣を時衣想にて配分せしむ、癡狂者、最 

初の犯行者は不犯なり。.\ 

捨m 三 

一その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時偷蘭難陀比丘尼は 

一比丘尼と衣を交換して用ひたり。時にかの比丘尼はその衣をた、みて藏置 

せり。偷蘭難陀比丘尼はかの比丘尼にかく言へり、「妹、汝の我と交換せしか 

247の！^は可處にありや」と。かくてかの比丘尼はその衣を持ち來りて偷蘭雛陀比 

&mに示せり。偷蘭難陀比丘尼はかの比丘尼にかく言へり、「妹、汝の衣を捉 

れ、かの衣を突に出せ、汝のものはこれ汝に鞮す、我がものはこれ我にiiす、我に衣 

を出せ、汝自らのものを持ち行け」とて奪へり。 

堕三 三九九 



.經分別(比丘尼分別) 四〇〇 

かくてかの比丘尼は諸比丘尼にこの事を吿げたり、諸比丘尼の中少欲なる者 

……非難せり、「何ぞ尊姉偷蘭難陀は比丘尼と衣を交換して〖後にこれを〕奪ふや」 

と。かくてかの諸比丘尼はこの事を諸比丘に……語れり。諸比丘世尊に…… 

白せり、「諸比丘、實に偷蘭難陀比丘尼は……奪ふや」。「實なり、1:夢。佛世尊呵 

責したまへり、「諸比丘、何ぞ偷蘭難陀比丘尼は……奪ふや、諸比丘、これ未信 

者をして……誦すべし—— 

何机の比丘尼と雖も比丘尼と衣を交換して後に彼の尼斯く苜はん——『豸、 

汝の衣をと札、かの衣を我に出せ、汝のものはこ机汝に屬す、我がものはこれ 
二V. 

我に^す、我にその衣を出せ、汝は自らのものを持ち行け』とて奪ひ若しくは 

奪はしむ仇ば尼薩耆波逸提なリ」と。 

二—一 「何れの」とは.意味さる、比丘尼なり。 

『比丘尼と」とは他の比丘尼と共になり。 

1,衣」とは六種衣の中のいづれかの一衣にして說淨すべき最下量〔以上〕のものな 



「交換して」とは小なるものを以つて大なるものと換へ或は大なるものを以つ 

てかなるものに換へるなり。 

「奪ふ」とは自ら奪ふことにして捨墮なり。 

「奪はしむ」とは他に命ずれば突吉羅なり、一度命ぜられて屢々奪へばfこ捨墮な 

り、僧伽或は別衆或は一比丘尼に捨すべし。 

「諸比丘、是の如く捨すべし——『太姉、この衣は我にょりて比丘尼と交換して 

f後〕奪へるものにして捨墮衣なり、我こを僧に捨す』…乃至.…r.f僧は〕還與せか…乃 

至…r〖別衆は】還與せんJ:•乃至…1…我還與せん』と」。 

二受具者に受具者想にて衣を交換して後奪ひ或は奪はしむれば捨墮なり、受 

一具者に疑想にて……受具者に未受具者想にて……捨墮なり。他の資具を交換 

して後奪ひ或は奪はしむれば突吉羅なり。未受具者と衣或は他の資具を交換 

して後奪ひ或は奪はしむれば突吉羅なり。未受具者に受具者想なるは突吉羅 

なり、未受具者に疑想なるは突吉羅なり、未受具者に未受具者想なるは突吉羅な 

VA 



な三 

或は彼の尼與へ或は彼の尼に親交ありて捉る、癡狂者、最初の犯行者は不犯 
0 

捨堕四. 

その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時偷蘭難陀比丘尼は 

病患なりき。時に一優婆塞、偷蘭難陀比丘尼の許に到れり。到り已りて偷蘭難 

陀比丘尼にかく言へり、「尊姉、師に何物が安樂ならざる、何物を持ち来るべき 

や」。「賢者、我熟酥を欲す」と。かくて彼の優婆塞は或る商家ょり〔求めてj一ヵハ 

1パナの熟酥を持ち來り偷蘭難陀比丘尼に施與せり。偷蘭難陀比丘尼は「賢者、 

我熟酥を欲せず、我テーラ油を欲す」と言へり。か.くて彼^優婆塞はかの商賈の 

許に到りてかく言へり、「賢者、尊姉は熟酥を欲するに非ずしてテーラ油を欲 

す^)なりと、汝の熟醉を受けとり我にテーラ油を與へょ,-〇「賢者、我等若し賣れ 

る品を復た受取らば、何時か我等の商品を賣らん、熟酥の錢をもつ.て熟酥は持ち 

行かれしなり、テ—ラ油の錢を持ち来れ、• f然る上〕卿はテ—ラ油を持ち行くべし， 



かくて彼の優婆塞譏嫌非難せり、「何ぞ尊姉偷蘭難陀は是を乞ひて後彼を乞 

ふや」と。諸比丘尼かの優婆塞の……非難するを聞けり。諸比丘尼の中少•欲な 

る者……非難せり、……かくて彼の諸尼はこの事を比丘等に告げたり。諸比丘 
は世尊に……白せり、「諸比丘、實に偷蘭難陀比丘尼は是を乞ひて後彼を乞ふや」♦ 

249r實なり、世尊」。佛世尊呵責したまへり、「諸比丘、何ぞ偷蘭難陀比丘尼は.乞 

ふや、諸比丘、これ未信者をして.誦すべし— 

可7}tの比£尼と雖も是を乞ひて〔後又渡を乞へば尼薩S波逸提なり」と。 

—1 「 何れの」とは.意味さる、比丘尼な 

「區を乞ひて」とは何等かのものを乞ひてなり。 

「彼を乞ふ」とはそれ以外のあるものを乞ふな•り、乞ふは突吉羅得れば捨墮にし 

て僧或は別衆或は一比丘尼に捨すべし。 

「諸it丘、是の如く舍すべし-『大姉等、こは我によりて是を乞ひて後彼を乞 

ひ写られたるものにして〕捨墮物なり、我こを僧に捨せふ…乃至…還與せん』…乃 

捨 改四 四〇三 



捨堕五購是後購彼戒 
經分別(比丘尼分別〕 四〇四. 

I - „ > 

至…還與せん』…乃至…大姉に我還與す』と」。 

二 是を是なりと想ひて彼を乞へば捨墮なり、是に疑想にて……是に非是想に 

て…‘…，，捨墮なり。非是に是想にて彼を乞へば突吉羅なり、非是に疑想にて彼を 

乞へば突吉羅なり、非是に非是想なるは不犯なり。 

三 是のものを乞ひ【不足にて)又それを乞ひ、又二組となるべき)也のものを乞ふ 

【他の方が得なりと)利益を示して乞ふ、癡狂者、最初の犯行者は不犯なり。 

，捨堕 五 
一 その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時•偷蘭難陀比丘尼は 

病患なりき。その時一優婆塞は偷蘭難陀比丘尼の許に到りてかくWへり、「尊 

姉、堪え得るや否や、過し得るや否や」。f者，我堪え得ず、過し得ず」。「尊姉、K 

某商家に一カハーパナfの錢〕を預け置くべし、そこょり師の欲する所のもの.を持 

ち來らしめょ」と。偷蘭難陀比丘尼は:式叉^^に命ぜり、「式叉摩那/汝某商 

家に行きて一カハーパナのテーラ油を持ち來れ」と、かくてかの式叉摩郓はかの'. 
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250商家より一ヵハ—パナのテーラ油を持ち來りて偷蘭難陀比丘尼に與へたり。 

偷蘭難陀比丘尼は「式叉摩那、我テーラ油を欲せず、我は熟Pを欲す」と言へり。 

かくてかの式叉摩那はかの商家に到りて商人にかく言へり、「賢者、尊姉はテ 

丨ラ油を欲せず、熟穌を欲するなりと^のテーラ油をとり我に熟穌を與へよ」。 

「尊妹、我等若し賣りたる品を又受くれば……テ—ラ油の錢にてテーラ油は持 

ち行かれたるなり、熟酥の錢を持ち来れ、f而して〕熟酥を持ち行かれよ」と。かく 

てかの式叉摩那は泣きつ、立てり。比丘尼等かの式叉摩那にかく言へり、「式 

叉摩那、汝何が故に泣くや」と。時にかの式叉摩那は諸比丘)gにこの事を吿げ 

たり。諸比丘尼の中少欲なる者.非難せり，「何ぞ尊姉偷蘭難陀は是を購ひ 

て嗲皮を購ふや」と…乃至…「諸比丘、實に…〔捨墮四'參照こ乞ふV/購ふ，とす〕…誦すべ 

し- 

何机の比丘尼と雖も是を購ひて後彼を購へば尼藍瞀波逸提なリ」と。 

二「何れの」とは.意味さる、比丘尼なり。 

「是を購ひて後」とは何等かのものを購ひてなり…〔捨墮四、二參照'•乞ふ\瞵士とず〕… 

V___—....—— I - -- ■■- .—~I 

捨墮五 四〇五 
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分別(比丘尼分別) 四〇六 

最初の犯行者は不犯な 

捨蜇 六 
I その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時諸優婆塞は比丘尼 

僧伽の衣の爲に隨意の寄附を集め、ある衣服商の家に資財を預け置き比丘尼等 

の許に到りてかく言へり、「諸尊姉、某‘なる衣服商の家に衣の爲の資財を預け 

置けり、尊姉等•.そこより衣を持ち來らしめて配分せられよ」と。諸比£1尼はかの 

資財によりて藥を購ひて受用せり。優婆塞等知りて譏嫌…乃至：.•『何ぞ諸比丘 

尼は是と指定して僧伽の爲に施與されたる資財をもつて彼を購ふや」と。諸比 

丘尼彼の優婆塞の 非難するを聞け 諸比丘尼.の中少欲なる者 up隹 
堇 

251せり、『何ぞ諸比丘尼は……購ふや」と…乃至…『諸比丘、實に比丘尼等は 

ふや」。fなり、世尊」。佛世尊呵責したまへり、『諸比丘、何ぞ比丘尼等は 

ふや、諸比丘、これ未信者をして 誦すべ 

何札の比丘尼と1も是と指定して僧伽の爲に斿舆さ札たる資財をも〇て 



彼を購へば尼薩耆波逸提なリJと 
0 

I一 『何れの」とは -意味さるゝ比丘尼な 

『是と指定されて施與されたる資財をもつて」とは是の爲に與へられたるもの 

をもつ.てなり 0 

加の爲に」とは{t伽へにして別衆へに非ず、一比丘尼へに非ざるな 
hv 〇 

r皮を購ふ」とは爲に施與されたる所のも©*を除きて彼のものを購ふなり膳ふ 

簕作)は突吉羅にして得れば捨墮なり、僧伽或は別衆或は一比丘尼.に捨すべし。 

「諸比丘、是の如く捨すべし——『尊姉等、これ我•にょりて是と指定されて僧伽 

の爲に施與されたる資財をもつて購はれたるものにして捨墮物なり、我こを僧 

に舍す』…乃至…『…•【僧}還與せんr:乃至…r.t別衆〕還與せん』：乃至…『•••尊姉に我還 

與すjとJ。 

二是の爲に與へられたるものに是の爲に與へられたるものと想ひて彼を購 

へば捨墮なり、是の爲に與へられたるものに疑想にて.是の爲に與へられた 

るものに是の爲に與へられたるものに非ずと想ひて.”捨墮なり。捨墮物を 

拾 ffi六 四〇七 



— —-經1 分1別f比丘尼分別) 四〇/ 

得れば施與されたる所に從ひて用ふべし。是の爲に與へられたるに非ざるも 

のに是の爲に施與されたるものと想ふは突吉羅なり、是の爲に施與されたるに 

非ざるものに疑想なるは突吉羅なり、是の爲に施與されたるに非ざるものに是 

の爲に施與されたるに非ずと想ふは不犯なり。 

三1を購ひて〕殘を【他に)用ふ、施主に問ひて用ふ、事故の時、癡狂者、最初の犯行者 

は不犯なり0 

. 捨m 七 

一 その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園K在しき。その時諸優婆塞は比丘尼 

僧伽の衣の爲に隨意の寄附を集め-衣商の家に資財を預け置きて諸比丘尼の 
252許に到りて是の如く言へり、『諸尊姉、某なる衣商の家に衣の爲の資財を預け 

置けり、尊姉等そこより衣を持ち來らしめて配分されよ」と。諸比丘尼その資財 

を用ひ、又自らも乞ひて〔得たる衣の資財にて)藥を購ひて受用せり。優婆塞等知 

りて譏嫌非難せり、「何ぞ諸比丘尼は自ら乞ひ是を指定されて僧伽の爲に與 

へ 
I 



F堕八他用別衆財戒 られたる資財を以て彼を購ふや」と…乃至…tf比丘、實に比]X尼等は.購ふ 

や」0〖實なり、世尊」。佛世尊呵貴したまへり、『諸比丘、何ぞ比丘尼等は.購ふ 

や、諸比丘，これ未信者をして.誦すべし 

何机の比丘尼と雖も自ら乞ひ、是を指定されて衍伽に施與さ机たる資財を 

もつて他のものを®へば尼BS波逸提なリ」と。 

二Mれの」とは.意味'5る、比丘尼なり。 

『是を指定されて與へられたる資財」とは.【僧の爲に」とは.『自ら乞ひ」とは 

自ら求めてなり。『他のものを購ふ」とは…〔捨逭六、一一、ーー三參照、ら乞ひて‘を！g入す〕… 

最初の犯行者は不犯なり。 

捨B1 八 

I その時佛世，@は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時ぁる衆社に依屬せ 

る房舍住の比丘尼等粥に窮せり。時にかの衆社は諸比丘尼の粥の爲に隨意の 

寄附を集め、ぁる商家に資財を預け置き諸比丘尼の許に到りてかく言へり、『尊 

捨©八 四〇九 



分別(比丘尼分別) 

姉等、某なる商家に粥の爲の資財を預け置けり、尊姉等そ&ょり米を持ち來ら 

しめ粥を煮て用ひられょ」と。比丘尼等はその資財をもつて藥を牆ひて受用せ 

り。時にかの衆社〖これを〕知りて譏嫌非難せり、『何ぞ比丘尼等は是を指定され 

て衆人に施與されたる資財をもつて他のものを購ふや」と…乃至…「諸比丘、實 

に比丘尼等は._ぶや」。「{貫なり、世尊」。#世尊呵貴したまへり、「諸比丘、何 

253ぞ比丘尼等は……溝ふやft比丘、これ未信者をして 誦すべ 

何れの比丘尼と雖も是を指定されて衆人に施與さ机たる資財をもつて他 

のものを購へば尼®©波逸提なリ」と 

二「何れの」とは.意味さる、比丘尼なり。 

「是を指定されて施與されし資財をもつて」とは是の爲に施與されしものをも 

つてなり。 .， • ご --;- 

「衆人に」とは別衆へにして僧伽へに非ず、一比丘尼へに非ざるなり。 

「他のものを購ふ」とは…〔捨堕六、二、一—三參照、^傲へk衆人へ‘とす〕…最初の犯行者は 



捨堕九 

I その時佛世尊は舍衞城，祇樹給孤獨園に在しき。その時ある衆社に依屬せ 

る房舍住の比丘尼等…〔捨堕八、一參照〕…受用せよ」と。諸比丘尼はこの資財をもつ 

て、又自らも乞ひて、藥を購ひて受用せり、その時かの衆社これを知りて…〔松S八、 

I參照、，自ら乞aてV加^…誦すべし—— 

何机の比丘尼と雖も自ら乞ひて、是を指定さ机て恭人に施與さ仉たる資財 

£もつて他のものを購へぱ尼^?;3波逸提なリ」と。 

二「何れ®とは.意味さる，、比丘尼なり。 

「是を指定されて施與されたる資財をもつて」とは.。「衆人に」とは.。「自 

ら乞ひて」とは自ら求めてなり。「他のものを購ふ」とは…〔捨Eft六、二、一丨三參照，ffr伽に，を 

*人』に，とす丫.最初の犯行者は不犯なり。 

「自 

捨堕 



乞別人財戒 
別C比丘尼分別；} 

I その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時偷蘭難陀比丘尼は 

多聞Kして誦出者たり、說法善能なりき。多くの人々偷蘭難陀比丘尼を恭敬せ 

り。その時偷蘭難陀比丘尼の房舍破壤せり。諸人は偷蘭難陀比丘尼に斯く言 

へり、「尊姉、何が故にこ€汝等の房舍は破壤せるや」。「賢者、施與者なく、作者 

なきなり」と。かくてかの諸A.は偷蘭難陀比丘尼の房舍の爲に隨意の寄附を集 

め偷蘭難陀比丘尼に資財を施與せり。偷蘭難陀比丘尼はこの資財をもつて、自 

らも亦乞ひて藥を購ひて受用せ^V。諸人これを知りて譏嫌非難せり、「何ぞ尊 
•% 

姉偷蘭難陀は是を指定さ'れ.て個人に施與されたる資財をもつて他のものを購 

ふ，や」と…乃至…「諸比丘、實に偷蘭難陀比丘尼は.牆ふや」。「{貫なり、世尊」。佛 

世尊呵責したまへり、「諸比丘、何ぞ偷蘭難陀比丘尼は…….購ふや•諸比丘、こ 

れ未信者をして……誦すAし—— . 

何仇の比丘尼と雖も自ら乞ひ、是を指定さ仉て個人に施與さ仇たる資財を 

もつて他のものを購へば尼lf波逸提なリ」と。 

二 「何れの」とは.意味さる、比丘尼なり。 

TA 



「是を指定されて施與されたる資財をもつて」とは……。「個人に」とは一比丘尼 

にして、僧伽へに非ず別衆へに非ざるなり。 

「自ら乞ひて」とは自ら求めてなり。 

「他のものを購ふ」とは…〔間前、『自ら乞CA…個人に』とすべし:•最初の犯行者は不犯なり 

:拾,二 
一その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時偷蘭難陀比丘尼は 

多聞にして誦出者たり、說法善能なりき。その時拘薩羅國の波斯匿王は寒時に 

高(Iなる毛衣を著して偷蘭雒陀it丘尼の許に到れり。到り已りてかの尼に挨 

接し一方に坐せり。一方に坐せる拘薩羅國波斯匿王に偷蘭難陀比丘尼は說法 

をなし…•：歡喜せしめたり。その時拘薩羅國波斯匿王は偷蘭難陀比丘尼の說 

法にょり……歡喜せしめられて偷蘭難陀比丘尼にかく言へり、「尊姉、欲する 

所を言へ」。「大王、王若し我に施興を欲するならば、この毛衣を與へたまへ」と。 

かくて句薩羅國波斯匿王は偷蘭難陀比丘尼に毛衣を與へて座ょり起ちかの尼 





吉羅、得れば捨墮にして僧或は別衆或は一比丘尼に捨すへし 

一諸比丘，是の如く捨すべし——『諸尊姉、この重衣は我にょり最高四カンサ以 

上のものを求められたるものにじて捨せらるべきなり、我今こを僧に捨せんし… 

乃至…『…〔別衆に瘡せん』…乃至…r尊姉に我捨す』と〇 

二四カンサを過ぐるに過想にて求むれば捨墮なり、四カンサを過ぐるに疑想 

にて.四カンサを過ぐるに以下想にて求むれば捨墮なり。四カンサ以下に 

過想なるは突吉羅'四カンサ以下に疑想なるは突吉羅、四カンサ以下に以下想な 

るは不犯なり。 

三最高四カンサのものを求む、四カンサ以下のものを求む、親戚のもの施與を 

申出でたるとき、也の爲に乞ふ時、自己の財にょる時，高價のものを求めんと欲す 

る者が安價なるものを求めたる時、癡狂者、最初の犯行者は不犯なり。 • 

捨堕 一二 

その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時偷蘭雛陀比丘尼は 

捨堕一二 四一五 



多聞にして…〔捨趦ニニ參照、『寒時^/熱時」とし、「毛衣^|2衣とす丫.誦すべし- 

若し理衣を求むる比丘尼はiaa二力Aサ半のものを求むべし、若しそ仇を 

過ぎて求む机ば尼藍耆波逸提な=>」と。 

二— 一 一■輕衣」とは熱時に於ける外衣なり。 . 

「求む」とは乞ふなり0 

最高ニカンサ半のものを求むべし」とは十カハーパナの價値のものを求むベ 

tなり。「若しそれを過ぎて…〔拾墮一-:||參照、@衣、最高ニヵンサ半以上のものを、最商ニヵン 

257サ半のものに’ニヵンサ半以下のものにとすべし〕-:不犯なり。 

二 最高ニカンサ半のものを求む、ニカンサ半以下のものを求む.最初の犯 

行者は不犯なり0 . 

1 

- :• r * • 二 . . 

諸®姉、三十尼藍脊波逸提法はIQ出さ仇竞んぬ。是に於て我諸尊姉に問 

はん、ごJの點につきて清淨なりや4。二度我問はん、「この點につきて清淨 

なリや、三度我問はん、『この點につきて清淨なリや」。今諸尊姉は清淨な 

Wj 



かるが故に默然したaふなy 

三十尼薩耆竟る 

註®比丘戒捨逍二一參照。 



鉛©姉、今この百六十六®逸IG法(igra出さる 

波逸toI 

I その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時一優婆塞は比丘尼 

僧伽に蒜の施與を申出で居れり、「諸尊姉中蒜を欲する者には我蒜を〔施さんご 

と。畑の番人にも亦命じをけり、「若し比丘尼等來らばI人一人に二三本を束 

ねて與へょ」と。その時舍衞城に祭日あり。蒜は取り來るに從ひて費消された 

り。比丘尼等かの優婆塞の許に到りてかく言へり、r賢者、我等蒜を欲す」。「尊 

姉、無し、蒜は取り來るに從ひて费消さる、汝等畑に行くベLと〇偷蘭難陀-Jt丘 

尼は畑に？1りて量を知らずして多くの蒜を取らしめたり、畑の#人(lM^#il 

せり「何ぞ比丘尼等量を知らずして多くの蒜を取らしむるや」と。諸比丘尼彼 

の番人の譏嫌非難するを聞けり。諸比丘尼の中少欲なる者.•非難せり、「何 

ぞ尊姉偷蘭難陀は量を知らず多くの蒜を取らしむるや」と…乃至…r諸比£、實 



に偷蘭難陀比丘尼は量を知らずして蒜を取らしむるや」。「實なり、世尊」。佛世尊 

可責したまへり、「諸比丘、何ぞ偷蘭難陀比丘尼は量を知らずして蒜を取らし 

むるや、諸比丘、これ未信者をして信ぜしめ…乃至…說法をなし給ひ諸比丘に 

日へり。 

「諸比丘、前世に於て偷蘭難陀比丘尼は一婆羅門の婦にしてナンダー、ナンダ 

259'ヮティI、スンダリーナンダーの三女ありき。その時比丘等、かの婆羅門死し 

て後、一の白鳥に生れたり、彼に凡べて黃金ょりなる羽ありき、彼はその子の一人 

人に羽を與へたり、諸比丘、その時偷蘭難陀比丘尼はこ©白鳥は我等の一人 

一人に羽を與ふとてかの白鳥の王をとらへて羽を皆拔きとれり、彼に再び羽を 

生じ白色となれり、諸比丘、その時も偷蘭難陀比丘尼は過貪にょりて黃金を消 

失し、今世に於ても蒜を消盡すべし」と。 

得たる所もて滿足すべし 實に過欲は惡なり 

白鳥の王を捉へて 汝等は黃金を失ふなり 

かくて佛世尊は種々の方便もて偷蘭難陀比丘尼を呵責したまひ、扶養し難く 

波逸提一 四一九 



經分别(比丘尼分別) 四二〇 

乃至…諸比丘、比丘尼等は是の如くこの學處を誦すべし 

何仇の比丘尼と雖も蒜を食す仇ば波逸提なリ」と。 

I丨一 「何れの」とは 意味さるゝ比丘尼なり 0 

「.称」とはマガダより來れるものな 
〇 

「我食せん」とて捉れば突吉羅なり、食咽する每に波逸提なり。 

二 蒜に蒜想にて食すれば波逸提なり、蒜に疑想にて……蒜に非蒜想にて食す 

れば波逸提なり。非蒜に蒜想にて食すれば突吉羅なり、非蒜に疑想にて食する 

は突吉羅なり、非蒜に非蒜想にて食するは不犯なり。 

三玉葱、碎きたるもの呵梨勒果、チャパ蒜、汁への調合物、肉への調合物、油への調 

合物、サラダ、添味等に於て，瘰狂者、最初の犯行者は不犯な り 
0 

油适袒ニ ン 

一 その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時六群比丘尼は隱所 

の毛を剃らしめてアチラヴテイ—河にて倡婦と共に裸形にて淺瀨に沐浴せり、 
V L 



260倡婦等譏嫌…乃至…「何ぞ比丘尼等隱所の毛を剃らしむるや、宛も在家受欲の婦 

の如し」と。諸比丘尼彼の倡婦等の譏嫌……聞けり。諸比丘尼の中少欲なる者 

譏嫌…乃至…『何ぞ六群比丘尼は隱所の毛を剃らしむるや」と…乃至…「諸比丘 

實に六群比丘尼は.剃らしむるや」。tfなり、世尊」。佛世尊呵責したまへり「諸 

比丘、可ぞ六群比丘尼は.剃らしむるや、諸比丘、これ未信者をして.誦 

すべし—— . . 

何仇の比丘尼と雄も隙所の毛を剃らしむ仇ば波逸提なリ』と。 

二「何れの」とは.意味さる、比丘尼なり。 

「隱所とは大便所小便所の二なり。 

「Wらしむ」とは一毛を剃らしむるとも波逸提なり、多毛を剃らしむるも波逸提 

なり。 

病の爲、癡狂者、最初の犯行者は不犯なり。 

波逸提三 



經分別(比丘尼分別} 四ニニ 

I その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。〔欲念の爲〕懊惱に堪えかね 

たる二比丘尼は內室に入りて(隱所を〕掌にて相拍てり。諸比丘尼はその音を聞 

きて走り來りかの比丘尼にかく言へり、「尊姉、汝等何が故に男子と共に汚行 

をなすや/「尊姉等、我等男子と共に汚行をなさず」とて諸比丘尼にこの事を語 

れり。諸比丘尼の中少欲なる者譏嫌…乃至…「何ぞ比丘尼等は掌にて相泊つや」 

と…乃至…「諸比丘、實に比丘尼等は掌にて相拍つや」6「實なり、世尊」。佛世尊呵 

責したまへり，「諸比丘、何ぞ比丘尼等は掌にて相拍つや、諸比丘，これ未信者 

をして.誦すべし-. 

段にて相拍〇は波逸提なリ」と。 

26二「掌にて相拍•?とは摩觸を樂受することにしてたとへ蓮葉程にても隱所を 

打てば波逸提なり。 • 

病の爲、癡狂者、最.初の犯行者は不犯なり。 

波逸提 



I その時佛世尊は舍衞城、祗樹給孤獨園に在しき。その時一人の元王の宮女 

なりし者比丘尼に出家せるありき。f欲念の爲〕懊惱に堪えかねたる一比丘尼彼 

の比丘尼の許に到りてか 、「尊姉、王は汝等に時々来るのみ、汝等如何 

にして堪ゆるや」。「尊姉、樹膠生支をもつてなり」。「尊姉、その樹膠生支とは何 

なるや」と。その時かの比丘尼はその比丘尼に樹膠生支，を示せり。かくてかの 

比丘尼は樹膠生支を受用して洗はんとし忘れて一所に投げ置けり。比丘尼等 

は蠅の集まれるを見てかく言へり、「こは誰の爲に作られしや」と。かの尼はか 

言へ こは我が爲に作られたるものなり」と。諸比丘尼の中少欲なる者譏 

嫌…乃至…「何ぞ比丘尼等樹膠生支を受用するや」と…乃至…「諸比丘、實に比丘 

尼等樹膠生支を受用するや」。「實なり、世尊」。佛世尊呵責したまへり、「諸比丘、 

何ぞ比丘尼等は樹膠生支を受用するや、諸比丘、これ未信者を 誦すべ 

樹膠生支I受用する〕は波逸提なリ」と。 

「樹膠生支」とは樹脂製のも©男根〕、木製のもの、粉製のもの、粘土製のものな 

波逸提 



262 .經分別(比丘尼分別) 四二四 

hv 〇 

「受用する」とは摩觸を樂受することにして蓮葉程にても隱所に入るれば波逸 

提なり。 

病の爲、擬狂者、最初の犯行者は不犯なり。 

波逸提五 

111 その時佛世尊は釋迦國、迦毘羅衞城、尼拘律樹園に在しき。その時^:訶 

波闇波提摟曇彌は世尊の御許に到れり。到り已りて世尊を禮拜しr世尊、女人 

は風の下に立てば惡臭あり」と白せり。その時世尊は「諸比丘尼水にて洗淨を受 

くべし」と日ひ縻訶波闇波提瞿&彌に說法したまひ……歡喜せしめたまヽり。 

時に瞿曇彌は世尊の說法にて.歡喜し世尊を禮して右達して去^り。その 

時世尊はこの因緣にょりて說法したまひ諸比丘に日へり、II比丘、it丘巨に 

水にての洗淨を聽す」と。 . 

二 その時一比丘尼世尊水にて洗淨するを聽したまへりとてi度K: 深^^ 洗淨 



をなし小便道中に傷をなせり。時にかの比丘尼諸比丘尼にこの事を語れり。 

諸比丘尼の中少欲なる者識嫌…乃至…「何ぞ比丘尼等過度に深く洗淨をなすや」 

と…乃至…諸比/丘、.實に比丘尼等は……なすや」。#なり、世尊」。佛世尊呵責し 

たまへり、「諸比丘、何ぞ……な.Vや^比乓これ未信者をして……誦すべL— 

鉛比丘尼水にて【隙所の〕洗淨をなす時は二指笳を齊y M根中にXるべし、そ 

aを過ぐ軋ば波逸!Eなy」と。 

二—厂「氷にての洗淨」とは小便道の洗淨を言ふ。 

「なす時」とは洗ふ時なり。「一一指節を齊りて入るべし」とは二指に於て二節を齊 

りて人るべきなり。「それを過ぐれば」とは觸樂を受けてたとへ草葉程にても過 

ぐれば波逸提なり。 ， 
♦ I 

二 過二指節に過想にて入れるは波逸提なり、過二指節に疑想にて•入れるは波 

263逸提なり、過二指節に以下想にて入れるは波逸提なり。二指節以下に過想なる 

は突吉羅なり、二指節以下に疑想なるは突吉羅なり、二指節以下に以下想なるは 

不犯なり。 



- -i 

二指節を齊りて入る、二指節以下を齊りて入る、病の爲、癡狂者、最初の犯行者 

は不犯なり 

波逸提六 

一 その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時ァーローハンタと 

名づくる大臣比丘中に出家し、彼の故の妻は比丘尼中に出家し居れり。その時 

かの比丘はかの比丘尼の前にて食事の作用をなせり。その時彼の比丘尼は食 

事をなせる彼の比丘の爲に水と扇とをもつて給仕して口說けり。時にかの比 

丘«かの比丘尼を拒けたり、「妹、是の如くナること勿れ、これ淨行に非ず」。「前 

Cは汝我に如是如是を作したり、而も今は是の如きすら許さず」とて水椀を頭に 

没げて扇をもつて打てり。諸比丘尼の中少欲なる者••…•非難せり、「何ぞ比丘 

尼比丘を打つや」と…乃至…「諸比丘、實に比丘尼は.打つや」。tfなり、世尊J。 

弾世尊呵責したまへり、「諸比丘、何ぞ比丘尼.…：打つや、諸比丘、これ未信者 

をして..誦すべし- 

TA 



可1の比H尼と雖も食事せる比丘の爲に飲物或は扇をもちて給仕す仇ば 

波逸提なリ」と。 

111一『何れの」とは.•意味さる、比丘尼なり。 

「比丘の爲に」とは受具者の爲になり。 

「食事せる」とは五正食中のいづれかの一を食せるなり。 

「飲物」とは何等か飲むものなり。「扇」とは何等かの扇ぐものなり。 

「給仕すれば」とは申手內に立てば波逸提なり。 
264二S具者に受具者想にて飮物或は扇をもつて給仕すれば波逸提なり受具者 

に疑想にて.受具者に未受具者想にて.波逸提なり。申手內を離れて給 

仕す1ば突吉羅なり。硬食を食せる者の爲に給仕すれば突吉羅なり。未受具 

者の爲に給仕すれば突吉羅なり、未受具者に受具者.想なるは突吉羅なり、未受具 

者に疑想なるは突吉羅なり、未受具者に未受具者想なるは突吉羅なり。 

三興へ或は與/しむ、未受具者に命ず、癡狂者、最初の犯行者は不犯なり。 



經分別(比丘尼分別) 四二八 

波逸提七 

その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時比丘尼等は收獲時 

に生毂を乞ひて町に運べり。城門にて〔番人〕「尊姉等、配分を與へょ」とて留め 

て後放てり。かくてかの比丘尼等住處に歸りて諸比丘尼にこの事を語れり。 

諸比丘尼の中少欲なる者譏嫌…乃至…「何ぞ比丘尼等生榖を乞ふや」と…乃至… 

「諸比丘、實に比丘尼等は生穀を乞ふや」。「實なり、世尊」。佛世尊呵責したまへ皂 

『諸比丘、何ぞ比丘尼等は生穀を乞ふや、諸比丘、これ未信者をして……誦すべ 

何仇の比丘尼と£51も生©を留〇し或は留Sせしめ(乞ふ)、沙リ或は沙らし 

め、捣き或は捣かしめ55或は^しめて食す仇ば波逸提なリ」と。 

二丨一 「何れの」とは.意味さる、比丘尼なり。 

「生穀」とは米、稻、麥、小麥#、豆、クドルーサカなり。 

「留意す」とは自ら留意するなり。 

「留意せしむ」とは他に留意せしむ(乞ふ)なり。 



r炒り一とは自ら妙るなり。「炒らしむ」とは他に炒らしむるなり指 

■搗かしめ」とは.「煮」とは-「煮しめて」とは他をして煮しめてなり 

「我食せん」とて捉れば突吉羅なり、食咽する毎に波逸提なり。 

二病の爲'煮穀を乞ふ、癡狂者、最初の犯行者は不犯なり。 

「搗き」とは 

波逸提八 、 

その時蹄W:尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時王ょり職を得たる 1 ^ ft i ^ II xo p rv In , : CB •二 < I : ノィ/ 

一婆羅門はその俸給をもらはんとて頭を洗浴して比丘尼住處の附近を通りて 

王宮に行けり。一比丘尼便器に小便をなし墻外に捨て、かの婆羅門の頭上に 

落せり。その時かの婆羅門……非難せり、「この圓頂の弊女は沙門女に非ず、何 

ぞ便器を〖我が〕頭上に•投ずるや、彼等の住處を燒き拂はん」とて松明を持ちて住處 

に入れり。住處より出でし一優婆塞はかの婆羅門の松明を持して住處に入れ 

るを見た 見已りてかの婆羅門にか 、「友、卿何が故に松明を持ち 

てa處に入るや」。「友、この圆頂の弊女等は便器を我が頭上に投げたり、我彼等 



266 
分別(比fi:尼分別) 四三〇 

の住處を燒かん」。『婆羅門、往きたまへ、これ吉瑞なり、卿は千金と俸給とを得べ 

し」と。かくてかの婆羅門は頭を洗ひて王宮に到り千金と俸給とを得たり。 

時にかの優婆塞は住處に入りて諸比丘尼にこの事を語りて非難せり。諸比 

丘尼の中少欲なる者譏嫌…乃至…「何ぞ比丘尼等小便を墻外に棄つるや」と…乃 

至…『諸比丘、實に諸比丘尼は.棄つるや」。實なり、世尊」。佛世尊呵責したま 

へり、「諸比丘、何ぞ比丘尼等は.棄つるや、諸比丘、これ未信者をして. 

誦すべし—— 

何SIの比丘尼とcflも小便或は大偎或は埃屑或は殘飯を1D外或は^外に〇 

て或は^てしむ^ば波逸isなリ」と。 

二—一 「何れ©とは.意味さる、比丘尼なり。 

「小便」とは尿を云ふ。「大便：,とは糞を云ふ。「埃曆」とは塵曆を云ふ。『殘飯」とは飯 

片、或は骨片或は汚水なり。 

r墻」とは三種の墻ぁり、瓦墻、石墻、木墻なり。r解とは三種の籬ぁり、瓦1、石1、木1 

なり。i外」とは墻の向側なり、「籬外」とは籠の向側なり。 



「棄つ」とは自ら棄つるにして波—なり。「棄てしむ.」とは他に命ずるは突吉羅 

なり、一度命ぜられたる者多くを棄つれば〔二波逸提なり 

二 檢！して棄つ、道に非ざる所に棄つ、癡狂賓最初の犯行者は不犯な 
〇 

波逸提九 

| その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時一婆羅門に比*尼 

住處の近くに穀田ありき。比丘尼等は小便大便及び^殘飯を毂田中に棄て./C 

り。その時かの婆羅門は譏嫌非難せり、-「諸比丘尼は何が故に我等の穀田を汚 

すや」と。諸比丘尼かの婆羅門の.非難するを聞けり。諸比丘尼の中少欲な 

るもの譏嫌…乃至…「何ぞ比丘尼等小便……殘飯を青草上に棄つるや」と…乃至 

…r諸比丘、實に比丘尼等は……棄つるや」。資なり、世尊」。佛世尊呵責したまへ 

り、ris-it丘、何ぞ比丘尼等は.棄つるや、諸比丘、これ未信者をして.誦 

す，ハし- 

河九•の比丘尼と雖も小便或は大便或は埃屁或は殘飯を靑草上に棄て或は 

波逸提九 四三一 

j 
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經分別(比丘尼分別} 四三二 

棄てしむ乳ば波逸提なリ」と。 

ニー ー•「何れの」とは.意味さる、比丘尼なり。 

「小便」とは…{波逸提八、二|一參照3…或は汗水なり。 

267「青草」とは七穀七菜にして植えられたる人の受用物なり。 

「棄つ」とは自ら棄つ石ことにて波逸提なり。 

「棄てしむ」とは…〔波逸提八、一T1參照.:波逸提なり。 

二靑草に靑草想にて棄て或は棄てしむれば波逸提なり、靑草に疑想にて…… 

靑草に非靑草想にて.波逸提なり。非靑草に靑草想なるは突吉羅なり、非靑 

草に疑想なるは突吉羅、非靑草に非靑草想なるは不犯なり。 

三檢視して棄つ、田の畔に棄つ、所有主に問ひ許を得て棄つ、癡狂者、最初の犯行 

者は不犯なり。 

-- * - - •»••■ • • . . 

波逸提 10 

一 その時佛世尊は王舍城、迦蘭陀竹林園に在しき。その時王舍城にてギ山^|^? 



あり。六群比丘尼は山上祭を見んとて往けり。諸人譏嫌非難甘り「何ぞ比丘 

尼等舞踊、歌謠、音樂を見る爲に往くや、宛かも在家受欲者の如し」と。諸比丘尼彼 

の^人©.非難するを聞けり。諸比丘尼の中少欲なるもの.非難せり、「何 

•ぞ六群比丘尼は舞踊.往くゃjと…乃至…「諸比丘、實に六群比丘尼は舞.踊… 

、や」。「實なり、世尊」。佛世尊呵責したまへり、「諸比丘、何ぞ六群比丘尼は 

舞踊 往ぐや、諸比丘、これ未信者をして.誦すべし 

何^の比£E尼と雖もS踊或は歌謠或は音^を觀DすべくSけば波©提な 

yj と'^ 

丨一 「何れの」とは：… 

「舞踊」とは何等かの舞踊な 

〇 

意味さる、比丘尼なり 

り。「歌静とは何等かの歌な 「音^とは何等かの 

〇 

音樂な" 

觀磬すベく往けば突吉羅なり、そこに立ちて觀或は聽けば波逸提なり。觀聽 

處を離れて.後復々往きて觀或は聽け•は〔各々〕波逸提なり。一つ一つを見んとて 
り。觀聽處を 
柱けば〔それぞれ】突吉羅なり、そこに立ちて觀或は聽けば波逸提な 

波逸提一〇 
四三三 
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經分別(比丘尼分別) 

離れて後復々往きて觀或は聽けば波逸提な 

二 僧園中にありて觀或は聽く、比丘尼の立てる場處或は坐せる場處或は臥せ 

る場處に來りて舞踊し或は歌ひ或は音樂する、向ひ合へる道を往きて觀或は聽 

く、用事ありて往き觀或は聽く、事故の時、癡狂考最初の犯行者は不犯なり。 

第一蒜品〔竟る〕 

波逸提 II 
その時佛世尊は舍衞城、祗樹給孤獨園に在しき。その時バ 夕IカビラI 

二Iの弟子比.丘尼の親戚なる男子或る用事にて村ょり舍衞城に到れり。その 

時かの比丘尼はかの男子と共に闇夜中にて燈火無X互に獨りにて立ち又語れ 

り。諸比丘尼の中少欲なる者.非難せり、『何ぞ比丘尼闇夜中に燈火なく男 

子と共に互に獨りにて立ち又語るや」と…乃至…藷比丘、實に比丘尼は.立 

ち又語るや」。「實なり、世尊」。佛世尊呵責したまへり"II比丘、何ぞit丘尼は… 

立ち又語るや、諸比丘、これ未信者をして 1ナベ 



何机の比丘尼と雄も〇夜中-燈火無く男子と共に互に固リにて或は立ち 

或は語仇ば波逸提なy」と。 

1111「何れの」とは.意味さる、比丘尼なり。 

「闇友中に」とは日の沒せる時なり。「燈火無く」とは見えざる所にてなり 

269’「男子」とは人男にして夜叉男、餓鬼男、畜生男に非ず、人男の立ち語ることを得る 

智ある者なり。 

「共^とは一所になり。 

「互y獨りにて」とは男子も比丘尼も一人なるなりC 

「或は立つ」とは男子の申手內に立てば波逸提なり。「或は語る」とは男子の申手 

內に立ちて語れば波逸提なり。申手內を離れて立ち或は語れば突吉羅なり。 

夜叉男或は餓鬼男或は黃門或は畜生の人IIを有せるものと共に立ち、或は語れ 

ば突吉羅なり。 

二可、か〔淨不淨を知る〕智ある第二者のある時、獨りに非ずと思ひ、餘事を考へ 

〔放心して〕立ち或は語る、擬狂者、最.初の犯行者は不犯なり。 
r 1___-I- J―1-—— - ■1 

波逸提一一 四三五 
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分別(比丘尼分別〕 四三六 

波逸提 一二 
一 その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時バッダ'1カビラ彳 

ニーの弟子比丘尼の親戚なる男子或る用事にて村ょり舍衞城に来れり。その 

時かの比丘尼は「世尊闇夜にて燈火無く男子と共に互に獨Pにて立ち語るを禁 

じたまへり」とてかの男子と共に屛覆處にて互に獨りにて立ち文語れり。諸比 

丘尼の中少欲なる者…〔波逸提一一'こ間夜にて燈火無くV-屛ffi返にて』とすJ…誦嗲べし- 

何饥の比丘尼と雖も房稻应にて男子と共に互に獨=> にて立ち或は語机ば 

.波逸提なリ」と。 

二「何れの」とは.意味さる、比丘尼なり。 ， 

「屛覆座とは或は壁、或は戶、或は敷物、或は圍慕、或は木、或は柱、或は袋物等何物か 

にて覆はる、を言ふ。. 
聿 

「男?とは人男にして…〔波逸提二、一I.參照:•最初の犯行者は不犯tD。 

♦ 



270 波逸提一三 

| その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時バッダーカビラー 

ニーの弟子比E尼の親戚なる男子或る用事にて村ょり舍衞城に來れり。その 

時かの比丘尼は「世尊屛覆處にて男子と共に互に躅りにて立ち語るを禁じたま 

へり」とてかの男子と共に露處にて互に獨りにて立ち又語れり。諸比丘尼の中 

…〔波逸提一一、I、間夜中に燈火無くV『露地にてiとす〕…誦づべし- 

可机の比丘尼と雖も露地にて男子と共に互に獨リにて或は立ち或は語机 

ば波逸提なリ」と。 

二「何れの」とは.意味さる、比丘尼なり。 

「露地」とは屛覆處に非ずして壁……袋等何物にても覆はれさるなり。 

「男子」とは人男にして…〔波逸提二、二參照〕…最初の犯行者は不犯^り。 

波逸提 I四 
その串佛世尊は舍fi城、祇樹軺孤獨園に在しき。その時偷蘭難陀比丘尼は 

波逸提I四 四三七 
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經分別(比丘尼分別) 四三八 

車道にても小路にても街衢にても男子と共に互に獨りにて立ち、又語り、又耳語 

を求め、又伴友比丘尼を去らしめたり。諸比丘尼の中少欲なる者.非難せり 

「何ぞ尊姉偷蘭難陀は車道にて又……立ち、又語り、又耳語を求め、又伴友比丘尼を 

去らしむるや」と…乃至…「諸比E、實に偷蘭難陀比丘尼は車道にても.去ら 

しむるや」。「實なり、世尊」。佛世尊呵貴したまへり、「諸比丘、何ぞ偷蘭難陀比丘 

尼は車道にても……去らしむるや、諸比丘、これ未信者をして.誦すべし- 

271何饥の比丘尼と雖も或は草道にて或は小路にて或は街衢にて男子と共に 

互に?Sリにて或は立ち或は語らんとし或は耳語せんことを求め或は伴友 

比丘尼を去らしむれば波逸提なリ」と。 

二—一 「何れの」とは.意味さる、比丘尼なり。 

「車道」とは車の道なり。「小路」とはそれにょり出入する所のものなり。「街衢Jと 

は十字路なり。 ： . 

「男子」とは人男にして夜叉男、餓鬼男、畜生男にあらず、人男の智ありて立ち語る 

をなし#る者なり。. 

438 



「共に」とは一所になり 

「互に獨Pにて」とは男子も一人、比丘尼も一人なるなり。「或は立ち」とは……波 

逸提なり。「或は語らんとし」とは……波逸提なり。r耳語を求め」とは男子の耳も 

とに語れば波逸提なり。「或は伴友比丘尼を去らしむれば」とは非法行をなさん 

と欲して伴友比丘尼を去らしむれば突吉羅なり、見處或は聞處を去る時突吉羅 

なり、去り已りて波逸提なり。申手內を離れて立ち或は語れば突吉羅なり。夜 

叉男或は餓鬼男或は黃門或は畜生の人體を有せるものと共に立ち或は語れば 

突吉羅なり。 

二 何人か智ある第二者のある時、獨りに非ずと思ひ、放心して立ち或は語る、非 

法を行ぜんと欲するに非ずして理由ありて伴友比丘尼を去らしむ、癡狂者、最初 

の犯行者は不犯なり。 

波逸提 I五 

一 その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時一比丘尼は'一俗家 

波逸提一五 四三九 
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經分別(比丘尼分別〕 四四〇 

の檀越比丘尼にして常施食を受けた吵。その時かの比丘尼晨朝下衣を著し上 

衣と鉢とを持してかの家に到れり。到り已りて座牀につ•きて主に語らずして 

272去れり。かの家の婢家內を淸掃しかの座牀を甌中に入れ置けり。諸人はかの 

座牀を見ざる故に〔彼の尼盗めるものと思ひ〕かの比丘尼に斯く言へり、「尊姉、 

かの座牀はいづこなりや/『賢者、我かの座牀を見ず」。「尊姉、かの座牀を返し 

たまへ」とて責めて常施食を斷ちたり てかの諸人家中を索めてその座眯 

を甌中に見出しかの比丘尼にあやまりて〔復〕常施食をなせり。 

かくてかの比丘尼諸比丘尼にこの事を語れり、諸比丘尼の中少欲なる者…… 

非難せり、「何ぞ比丘尼食前に俗家に到り座牀に坐して主に語らずして去るや」 

と…乃至…「諸比丘、實に比丘尼は.去るや」。「實なり、世尊」。佛世尊呵責した 

まへり、「諸比丘、何ぞ比丘尼は……去るや、諸比丘、これ未信者をして……誦 

ナベし- 

何Tflの比丘尼と雖も食前に俗察に到yて座牀に坐して主に語らずして去 

机ば波逸提なリ」と。 



二1一 「何れ©」とは.意味さる、比丘尼なり。 

『食前に」とは日沒ょり〔翌日の〕日中に至るまでなり。 

「俗家」とは四種の家あり、刹帝利家、婆羅門家、吠舍家、首陀羅家なり。 

「到りて」とはそこに行きてなり。 

「座牀」とは坐する爲の場所を言ふ。 

「坐して」とはそこに坐してなり。 

『主に語らずして去れば」とは何人か其の家の智ある人に語らずして軒を過ぐ 

れば波逸提なり。露地に於ては其の境界を過ぐれば波逸提なり。 

二不語に不語想にて去れば波逸提なり、不語に疑想にて……不語に語想にて 

……波逸提なり。坐處に非ざるは突吉羅なり。語に不語想なるは突吉羅なり、 

語に疑想なるは突吉羅なり、語に語想なるは不犯なり。 

三語りて行く、〔とりつけにて〕不動なる座の時、病者、事故の時、癡狂者、最初の犯 

行者は不犯なり。 

波逸提 四四 



273 
經分別(比fr尼分別) 四四一一 

波逸提 一六 

一 その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時偷蘭難陀比丘尼は 

食後に俗家に到り、主に語らずして牀座に坐し又臥せり。諸人偷蘭難陀比丘尼 

を遠慮して坐せず又臥せざりき。諸人譏嫌非難せり、「何ぞ尊姉偷蘭難陀は食 

後に俗家に到りて主に語らずして牀座に坐し又臥するや」と。諸比丘尼かの諸 

人の……非難せるを聞けり。諸比丘尼の中少欲なる者……非難せり、「何ぞ尊 

姉偷蘭難陀は.又臥するや」と…乃至…「諸比丘、實に偷蘭難陀比ーエ尼立. 

又臥するや」。「實なり、世尊」。佛世尊呵責したまへり、「諸比丘、可ぞ命蘭難〗匕比 

丘尼は.又臥するや、諸比丘、これ未信者をして.H®すくし_ . 

.何机の比丘尼と雖も食後に俗^に到yて主に語らずして牀座に坐し或丈 

.臥す仇ば波逸提なリ』と。 

二—一 「何れの」とは.意味さる、比丘尼なり。 

「食後に」とは日中を過ぎて後日沒に至るまでなjo 

「俗寥とは.「到リ」とはそこに行きてなり。 



「主に語らず」とはその家の人にて【床をMふる主なる彼に語らざるなり 

「牀座とは……言ふ。 

r坐す」とはそこに坐すれば波逸提なり。「臥すれば」とはそこに臥すれば波逸提 

なり。 

二不語に不語想にて牀座に坐し或は臥すれば波逸提なり、不語に疑想にて… 

(波逸提一五、II參照〕…不犯なり。 
274三語りて牀座に坐し或は臥す(〔比丘尼の爲の1設の座の時、^者^故の時、_ 

狂者、最初の犯行者は不犯なり。 

波逸提 I七 

_ その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時衆多の比丘尼は舍 

衞城に到らんとして夜拘薩羅國にて一村落に著し、一婆羅門家に到りて〔坐臥す 

るWを乞へり。時にかの婆羅門の婦比丘尼等にかく言へり、「尊姉等、婆羅門 

の歸るまで待ち給へ」と。比丘尼等は「婆羅門の歸るまで〔坐臥せん〕」とて臥床を 

波逸提一七 四四三 
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分別(比fi:尼分別} 四四四 
V 

敷きて一部のものは坐し一部のものは臥せり。時にかの婆羅門夜中に歸Pて 

かの婦にかく言へり、「こは何人なりや」。「夫、比丘尼等なり」。「この圆頂の弊惡 

女を追ひ出せ」とて家より追ひ出せり。 

かくてかの比丘尼等舍衞城に到りて諸比丘尼にこの事を語れり。諸比丘尼 

の中少欲なる者……非雛せり、「何ぞ比丘尼等非時に俗家に到りて主に語らず 

して臥床を敷きて坐し又臥するや」と…乃至…「諸it丘、實に比丘尼等は……又 

臥するや」。「實なり、世尊」、佛世尊呵責したまへ^/「諸比丘、何ぞ比丘尼等は… 

.…臥するや、諸比丘、.これ未信者♦をして……誦すべし—— . 

何/Itの比丘尼と雖も非時に俗察に到リ主に語らずして臥床を敷き或は敷 

かしめて坐し或は臥す7ILば波逸提なリ」と。 
V- • 鋤 

二丨一 「何れの」とは.意味さる、比丘尼なり。 
•• • * • 

「非時jとは日沒より日出に到るtでなりC 

「俗家」とは.「到りて」とは.「主に語らずして」とは…〔波逸提ニハ£ -二參照T•「臥 

床」とはたとへ葉を敷きたるものもこれなり。「敷き」とは自ら敷くなり。「敷かし 



275めて」とは他に敷かしむるなり。「坐す」とは•.「臥す」とは 

二不語に不語想にて臥床を敷き或は敷かしめて坐し或は臥すれば波逸提な 

り。不語に疑想にて……不語に不語想にて……波逸提なり。語に不語想なる 

は突吉羅、語に疑想なるは突吉羅_に語想なるは不犯なり。 

三語りて臥床を敷き或は敷かしめて坐し或は臥す、病者、事故の時、癖狂者、最初 

の犯行者は不犯なり。•， 

波逸提 一八 

その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき その時パツダーカビラ 

一I1の弟子比丘尼はバッダーカビラーニーに隨侍せり〇バッダーカビラーニ 

丨は諸比丘尼にかく言へり、「友等、この比丘尼は我に隨侍す、我これに衣を與 

へん」と。その時かの比丘尼は〔この語を〕ょく受けず誤り解して彼の尼を嫌恨せ 

り、「友等、我は尊姉に隨侍せず、尊姉は我に衣を與へず」と。諸比丘尼の中少欲 

なる者.非難せり、「何ぞ比丘尼1#をよく受けず誤$解して他を嫌恨するや」 

波逸提 I八 四四五 



乃至…「諸比丘、實に比丘尼は……嫌恨するや」と、「實なり、世尊」。佛世尊呵 

責したtへり、「諸比丘、何ぞ比丘尼は 

誦すべ 

嫌恨するや、諸比丘、これ未信者を 

何机の比丘尼と雖も(語を^く受けず哉y解して他£鏺恨す仇ば波逸提な 

- -AJ 

二丨一 「何れの」とは 意味^る〜比丘尼なり 

よく 受けず」とは間違ひて受取るなり。「誤り解す」とは間違ひて解するな 

「他を」とは受具者を嫌恨すれば波逸提なり 

受具者に受具者想にて嫌恨すれば波逸提念り、受具者に疑想にて：： 
♦ r . 

受具 

者に未受具者想にて 波逸提なり。未受具者を嫌恨すれば突吉羅なり、未受 

具者に受具者想なるは突吉羅なり、未受具者に疑想なるは突吉羅なり、未受具者 

に未受具者想なるは突吉羅なり。 

三癡狂者、最初の犯行者は不犯なD。 



波逸提 一九 

| その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時比丘尼等は己れの 

財物見えざる故にチャンダカーリー比丘尼に向ひてかく言へり「尊姉汝我 

等の財物を見ざるや」と。チャンダカーリーは嫌恨し非難せり、「我は盜賊なる 

べし、我は無慚者なるべし、己が財物を見ざるかの諸姉は我に是の如く言へり、t 

姉、……見ざるや』と、諸姉、我若し汝等の財物を取れば我は沙門女に非ざれ我 

は梵行より去れ、我は地獄に生ぜよ、若し又無實をもつて我を是の如く言ふ者は 

彼女も亦沙門女たらざれ、梵行より去れ、地獄に生ずべし」と。諸比丘尼の中少欲 

なる者.非雛せり、「何ぞ尊姉チャンダカ—リーは己れを又他人を地獄をも 

つて、又梵行をもつて呪mするや」と…乃至…「諸比丘、實にチャンダカーリー比 

丘尼は……呪詛するや」。「實なり、世球」。佛世尊呵責したまへり、「諸比丘、何ぞ 

チャンダカーリー比丘尼は……呪詛するや、諸比丘、これ未信者をして……誦 

すべしI 

何^の比丘尼と雖も自己或は他人を地獄をもつて或は梵行をもつて呪詛 

波逸提一九 四四七 



經分別(比El尼分別：} 四四八 

す机は波逸なリ」と。 

ニーー 「何れの」とは.意味さる、比丘尼なり。 

「自己を」とは彼自身にてなり。 

「他人を」とは受具者をなり。 

地獄をもつて或は梵行をもつて呪laすれば波逸提なり。 

二受具者に受具者想にて地獄をもつて或は梵行をもつて呪詛すれば波逸提 

なり、受具者に疑想にて.受具者に未受具者想にて.波逸提なり。畜生界 

をもつて或は餓鬼をもつて或は人間の不幸をもつて呪詛すれは突吉羅なり。 
.* J / • • • 

* • ■ . • 

未受具者に受具者想なるは突吉羅なり、未受具者に疑想なるは突吉羅なり、未受 

具者に未受具者想なるは突吉羅なり。， 

三義の爲になす者、法の爲になすもの、敎誡の爲になすもの、擬狂者、最初の犯行 

者は不犯な 

波逸提 I 〇 



I I 

その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき その時チャンダカ y 1 

比丘尼は比丘尼と諍論し己れを打ちた、きて泣けり。諸比丘尼の中少欲なる 

皆.非難せり、「Mぞ尊姉チャンダカーリ1(1己れを打ちた、きて泣くや」と 

乃至…「諸比丘、實にチャンダカ 1—.nv %— 比丘尼は や」。「實なり、世尊. 

佛世尊呵貴したまへり、「諸比丘、何ぞチャンダカーリー比丘尼は.泣くや 

諸比丘、これ未信者•をして……誦すべし—— 

何れの]±丘尼と雖も己れ£打ちた、きて泣けば波逸提なリ」と 
〇 

1一 「何れの」とは 意味さるゞ比丘尼なり。 

「己れを」とは彼れ自身をなり。 

打ちた、きて泣けば波逸提なり、打ちて泣かざれば突吉羅なり、泣きて打たざ 

れば突吉羅なり。 

二親戚の不幸、或は財產の不幸、或は病氣の不幸に遭遇して泣き打たず、擬狂者、 

最初の犯行者は不犯なり 

第二問夜品 



Pacittiya 21-30波逸提ニー〜三〇 

Figure 2: □? SC: Bhikkhuni-vibhanga, Pacittiya 21:Nagga 

M分別r比丘尼分別) 四五〇 

波逸提二一 

一 その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時衆多の比丘尼Tチ 

ラヴティー河にて倡婦と共に裸形にて一淺處に沐浴せり。倡婦等かの比丘尼 

等を椰播せり、「尊姉等、年若き汝等梵行を修して何かせん、愛欲こそ受用さる 

べきなり、汝等年老いたる時その時梵行を修すべし、斯くすれば兩方のもの汝等 

に得らるべし」と。比丘尼等は倡婦に揶揄されて心喜ばざりき。かくてかの比 

丘尼等住處に至りて諸比丘尼にこの事を語れり。諸比丘尼は諸比丘に……語 

れり。諸比丘は世尊-1C.白せり。その時世尊はこの因緣にょりて法話をな 

し諸比丘に日へり、「然らば比丘等、我十利の爲に諸比丘尼の爲に學處を制せ 

ん、僧を攝する爲に…乃至…律を愛重する爲に、比丘等、諸比丘尼は當に是CD如 

くこの學處を誦すべし——. 

何札の比丘尼と雖も稞形にて沐浴す乳ば波逸提なリ」と。 

二—一 「何れの」とは……意味さる、比丘尼なり。 

450 



「操Sこ•て沐浴す」とは衣或は外衣無くして沐浴するなり、沐浴するは突吉羅、沐 

浴を竟りて波逸提なり。 • 

二衣を奪はれたる者或は衣を失へる者、癡狂者、最初の犯行者は不犯なり。 

波逸提ニニ 

I その時佛世尊は舍衞城、祇樹始孤獨園に在しき。その時世尊諸比丘尼の爲 

279に水浴衣を聽したまへり。六群比丘尼は世尊は水浴衣を聽したまへりとて量 

をはからざる水浴衣を用ひ前後より引きづりて經行せり。諸比丘尼の中少欲 

なる者.非難せり、「何ぞ六群比丘尼は量をはからざる水浴衣を用ふるや」と 

…乃至…「諸比丘、實に六群比丘尼は……用ふるや」。r實なり、世夢。佛世尊呵貴 

したまへり、「諸比丘、何ぞ六群比丘尼は……用ふるや、諸比丘、これ未信者を 

誦すべし—— 

比丘尼水浴衣を作る時は量に從ひて作るベ こ机そのaなリ、卽ち 

長さ佛手尺による四手尺、幅二手尺なリ、こ机を超ゆれば波逸提にして切斷 

VA 



經分別(比丘尼分別} 四五 

せらるべきなリ」と。 

ニーー 「水浴衣」とは沐浴するに著するものなり。 

「作る時は」とは自ら作り或は作らしむる時なり。 

量に從ひて作るべし、これその……幅二手尺なり、それを超えて作り或は作ら 

しむれば、作ることは突吉羅、〔作り已りて〕得たる者は切斷して波逸提なるを自 

白懺悔すべし。 

自己による未成品を自ら完成せしむれば波逸提なり。自己による未成品を 

他人に完成せしむれば……他人による未成品を他人により完成せしむれば波 

逸提なり。他人の爲に作り或は作らしむれば突吉羅なり、他人により作られた 

るものを得て受用するは突吉羅な- 

二 量に從ひて作る、量已下に作る、他人により作られ量を過ぎたるものを得切 

斷して用ふ、天蓋、或は地に敷くもの或は蒜或は長枕或は枕を作る、擬狂者、最初の 

犯行者は不犯なり。 ••• I 



波逸提二三 

I その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時一比丘尼にie3價な 

る衣材のありし時〔それにて〕衣の作り方縫ひ方惡しかりき。偷蘭難陀比丘尼は 

280かの比丘尼にかく言へり、「尊姉、この汝の好衣材の衣は作り方縫ひ方惡し」。 

「我解かん、尊姉縫ひたまへ」。「然り、尊姉、我縫ふべし」と。かくてかの比丘尼はか 

の衣を解きて偷蘭難陀比丘尼に與へたり。偷蘭難陀比丘尼は「縫ふべし、縫ふべ 

しJと言ひて縫はず、縫はる、爲の努力もなさゞりき。かくてかの比丘尼諸比丘 

尼にこの事を語れり。諸比丘尼の中少欲なる者……非難せり、「何そ尊姉偷蘭 

難陀比丘尼は衣を解かしめて縫はず、又縫はる、爲の努力をなさ.ゞるや」と…乃 

至…藷比丘、實に偷蘭難陀比丘mは比丘尼の衣を解かしめて縫はず、又縫はる 

る爲の努力をなさゞるや」。「實なり、世尊」。佛世尊呵責したまへり、「諸比丘、何 

ぞ偷蘭難陀比丘尼は.努力をなさMるや、諸比丘、これ未信者をして.誦 

すべしI • 

.何仇の比丘尼と雖も比丘尼の衣を解き或は解かしめて彼の尼後に障難な 
_______——---1--- 

波逸提二三 四五三 

ノ 



經分別(比丘尼分別〕 四五四 

きに縫はず或は縫はる、爲の努力をなさビ仉ば四五日S:除き波逸锃なリ」 

と0 

ニーー 「何れの」とは.意味さるゝ比丘尼なり。 

「比丘尼の」とは他の比丘尼のなり。 . 

「解きて」とは自ら解きて^り。「解かしめて」とは他人をして解かしめてなり。 

「彼の尼後に障難無きに」とは障難あらざるになり。 

「縫はず」とは自ら縫はざる.なり。「縫はる、爲の努力をなさず」とは他人に命ぜ 

ざるなり。 

「四五日を除き」とは四五日を除外してなり。 

「我縫はざるべし"縫はる、爲の努力’を^さゞるべし」と責務を果さゞる所K波 

逸提なり。 

二受具者に受具者想にて衣を解き或は解かしめて彼の尼後に障難あらざる 

に縫はず又縫はる、爲の努力をなさゞれば四五日を除き波逸提なり。受具f 

に疑想にて.受具者に未受具者想にて.波逸提なり。他の資具を^き或 

454 



281は.四五日を除き突吉羅なり。未受具者の衣或は他の資具を解き或は. 

四五日を除き突吉羅なり、未受具者に受具者想なるは突吉羅なり、未受具者に疑 

想なるは突吉羅なり、未受具者に未受具者想なるは突吉羅なり。 

三障雛あり求むるも作られたるを得ざる時、四五日を過ぎず、病者、事故の時、癡 

狂者、最初の犯行者は不犯なり。 

波逸提二四 

一 その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時比丘尼等比丘尼の 

手に衣を托し內外衣のみを著して諸國遊行に出でたり。かの衣永らく置かれ 

て衣角汚損せり、比丘尼等はかの衣を曬せり。諸比丘かの比丘尼等にかく言へ 

り、「友、これ等の汚損せる衣は何人のものなりや」と。時にかの比丘尼等諸比 

丘尼にこの事を語れり。諸比丘尼の中少欲なる者……非難せり、「何ぞ比丘尼 

等比丘尼の手に衣を托して內外衣のみを著し諸國遊行に出づるや」と：' 乃至… 

「諸比丘、實に比丘尼等は•：…出づるや」。「{貫なり、世尊」。佛世尊呵責したまへり 

波逸提 



.經分別(比丘尼分別〕 四五六 
*9 . . ■ I 

「諸比丘、何ぞ比丘尼等……出づるや•諸比丘、これ未信者をして……誦すべし—— 

何仇の比丘尼と雖も僧伽梨を著せずして五日を過ぐ机ば波逸提なリ」と。 

二—一 「何れの」とは.意味さる、比丘尼なり。 

「僧伽梨を著せずして五日を過ぐれば」とは第五日を五衣を披著ゼず日に51さ 

ざることにして第五日を越ゆれば波逸提なり。 

二 過五日に過想なるは波逸提なり、過五日に疑想なるは波逸提なり、過五日に 

282不過想なるは波逸提なり。不過五日に過想なるは突吉羅、不過五日に疑想なる 

は突吉羅なり、不過五日に不過想なるは不犯なり。 

三 第五日に五衣を披著し或は日にfiす、病者、事故の時、癡狂者、最初の犯行者は 

不犯なり0 

J f 

、波逸提 二五 

I その時拂世尊は舍衞城、祗樹給孤獨園に在しき。その時一比丘尼乞食を行 

じて濕りたる衣を擴げ置きて精舍に人れり。一比丘尼かの衣を著して村に乞 

_-■' 



_______ 

食の5入れり。彼の尼は出で來りて諸比丘尼に問へり、「友、我が衣を— 

るや」と。比丘尼等かの比丘尼にこの事を語れり。その時かの比丘尼譏嫌非難 

ナJり、『何ぞ比丘尼は我が衣を〔我に〕問はずして著るや」と。かくて比丘尼は諸比 

丘尼にこの事を語れり。諸比丘尼の中少欲なる者.非難せり、「何そ比丘尼 

は比丘尼の衣を問はずして著するや」と…乃至…「諸比丘、實に比丘尼は.著 

するや」。「{貫なり、世尊」。佛世尊呵責したまへり、藷比丘、何ぞ比丘尼は.著 

するや、諸比丘、これ未信者をして.誦すべし- • 

可^の比丘尼と雖も他に屬する衣を著す^ば波逸提なり」と。 

ニーー 「何れの」とは.意味さる、比丘尼なり。 

「他に屬する衣」とは受具者の五衣の中の何れかの一衣•にして彼の尼に與へら 

れず或は主に問はずして披著すれば波逸提念り。 

二受具者に受具者想にて他に屬する衣を著すれrt波逸提なり、受具者に疑想 

にて.受具者に未受具者想にて.波逸提なり。未受具者なる他に！？する 

283衣を著ナれば突吉羅なり。未受具者に受具者想なるは突吉羅なり、未受具者に 

波逸提二五 四5 

457 



經分別(比5:尼分別〕 四五八 

疑想なるは突吉羅、未受具者に未受具者想なるは突吉羅なり。 

三或は彼の尼與へ或は彼の尼に問ひて披著す、衣を奪はれたる者、衣を失へる 

者、事故の時、癡狂者、最初の犯行者は不犯なり。 

波逸提 11 + 

その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時偷蘭難陀比i尼の 

檀越家は偷蘭難陀比丘尼にかく言へり、「尊姉、我比丘尼僧伽に衣を施與せん」 

と。偷蘭難陀比丘尼は「汝等は多事多用なり」とて留難をなせり。その時かの家 

の家屋燒かれたり。彼等は譏嫌非難せり、「何ぞ尊姉偷蘭難陀は我等の功德施 

を留難するや、我等は財物にも功德にも共に無緣となれり」と。諸比丘尼彼の諸 

• . 

人の……券難するを聞けり。諸比丘尼の中少欲なる者……非難せり、「何ぞ友 

偷蘭難陀は衆僧の衣を得るを防雜するや」と…乃至…「諸比丘、實に偷蘭難S 

丘尼は衆僧の衣を得るを妨難するや」。r實なり、世尊」。佛世尊呵責したまへり4諸 

比丘、何ぞ偷蘭難陀比丘尼は.するや、諸比丘、これ未信者をして……誦す 

非難するを聞け 

誦す 



何れの比丘尼と雖も衆僧の衣を得るに妨難をなせば波逸提なリJと 

11一 「何れの」とは 意味さる、比丘尼なり。 

「衆僧」とは比丘尼僧伽を言ふ。 

「衣」とは六種衣中何れかの一衣にして說淨すべき最下量〖以上〕なり。 

「妨難をなす」とは「何ぞこの衣を與ふるや」とて妨難をなすことにして波逸提な 

り。他の資具に妨難をなせば突吉雛なり。衆多の比丘尼或は一比丘尼或は未 

受具者に對する衣或'は他の資具に妨難をなせば突吉羅なり。 

二 利益を說きてとどむ、癡狂者、最初の犯行者は不犯なり。 

波逸提二七 

その時佛世竦は舍衞城、祇樹給孤獨 その時比丘尼僧伽は非時 

玄を=守たりき。時に比丘尼僧伽はかの衣を配分せんとて集合せり。その時输 

蘭®(it比丘它の弟子比丘尼は出行し^れり。偷__陀比丘^はかの諸比丘尼 

波逸提二七 四五九 



分別(比£尼分別〕 四六0- 

に斯く言へり、「友、比丘尼等出行す、未だ衣は配分さるべからず」とて衣の配分 

を遮せり、諸比丘尼は「未だ衣は配分さるべからず」とて去れり。偷蘭II陀比丘尼 

は弟子比丘尼の歸れる時かの衣を配分せしめたり。諸比丘尼の中少欲なる者 

.非難せり、「何ぞ友偷蘭難陀は如法なる衣の配分を遮するや」と…乃至…「諸 

比丘、實に偷蘭難陀比丘尼は……遮するや」。「{貫な-り、世©。佛世尊呵責したま 

へり、「諸比丘、何ぞ偷蘭難陀比丘尼は如法なる衣の配分を遮すや'諸比丘、こ 

れ未信者をして 誦すべ 

何仇の比丘尼と雖も如法なる衣の配分を遮す机ば波逸提なyjと 

—一 「何れの」とは it味さる^'比丘尼な 

「如法なる衣の配分」とは和合比丘尼僧伽集合して配分する*り。 

「遮す」とは「何ぞこの衣を配分するや」とて遮すれば波逸提なりe 

二 如法に如法想にて遮すれば波逸提なり、如法に疑想にて……突吉羅なり、如 

法に非法想にて……不犯なり。非法に如法想なるは突吉羅、非法に疑想な急は 

突吉羅、非法に非法想なるは不犯なり。 



利益を說きてとゞむ、癡狂者、最初の犯行者は不犯なり。 

波逸提二八 

一 その時佛世餚は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時偷蘭難陀比丘尼は 

舞踊者、俳優、曲藝師、萬歲師、銅鑼打等に沙門の衣を興.へ、「衆中にて我が爲に讃歎 

せょ，と言へり。舞Mi者も俳優も曲藝師、萬歲師、銅鑼打も衆中にて倫•蘭難陀比丘 

尼の爲德を讚ぜり、「偷蘭難陀比丘尼は多聞にして讀誦者たり、說法善巧なり、汝 

等尊姉に施與し尊姉の爲になせ」と。諸比丘尼の中少欲なる者……非難せり、「何 

ぞ友偷蘭難陀は在家者に沙門の衣を與ふるや」と…乃至…「諸比丘、實に偷蘭難 

陀，it丘尼は.與ふるや」。「實なり、世尊」。佛世雜呵實したまへり、「諸比丘、何ぞ 

偷蘭難陀比丘尼は.與ふるや、諸比丘、これ未信者をして.誦すべし 

何机の比丘尼と雖も在袞者或は遍行外道男或は遍行外道女に沙門の衣を 

與ふ机ば波逸提なリ」と。 

ニーー 「何れの」とは.意味さる、比丘尼^り。 



經分別c比fi:尼分別〕 

「在家者」とは何人にても俗家に住する者なり。 

「遍行外道男」とは比丘及び沙彌を除き何等かの遊行者となれる者なり。ii行 

外道女」とは比丘尼及び式叉摩那及び沙彌尼を除き何等かの女人遊行者となれ 

るものなり。 

「沙門の衣」とは淸浄になされたるものを言ふ。與ふれば波逸提なり。 

父母に與ふ、暫時貸與す、癡狂者、最初の犯行者は不犯なり。 

波逸提二九 

I その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時偷蘭難陀比丘尼の 

檀越家偷蘭難陀比丘尼にかく言べり、「尊姉、我等ぎし能ふれば比丘尼僧如^ 

衣を施與せん」と。その時雨安居を竟れる比丘尼等衣を配分せんとて集合亡り 

偷蘭難陀比丘尼はかの諸比丘尼に斯く言へり、『友、待ちたま/、Jt丘尼—伽に 

衣〔を得る〕の望あり」と。諸比丘尼は偷蘭II陀比丘尼にかく言へり、「友、汝行き 

て〔その〕衣を處置すべし」と。偷蘭II陀比丘尼はかの家に到れり。到り已りてか 



のM人にかく言へり、「賢者、比丘尼僧伽に衣を與へられょ」。「§:姉我等比丘 

尼僧加に衣を施與すること能はすJと 

偷蘭難陀比丘尼は諸比丘尼にこの事を吿げり、諸比丘尼の中少欲なる者. 

非難せり、『何ぞ友偷蘭難陀は薄弱なる衣の望にょりて衣時を過ごすや」と…乃 
至…「諸比丘、實に偷蘭難陀比丘尼は……過ごすや」。「實なり、世尊」。佛世尊呵實 

したまへり、「諸比丘、何ぞ偷蘭難陀比丘尼は.過ごすやti比丘、これ未信 

者を 誦すべし 

何仇の比丘尼と雖もr;弱なる衣のF?一みにて衣時を過せば波逸提なリ」と 

1一 「何れ©Iとは.意味さる、比丘尼なり。 

「薄弱なる衣の望】とは「若し我等能ふれば施與せん、作らん」との語が發せらる 

「衣時」とは迦締那衣式の行はれざる時は雨期の最後のーヶ月、迦締那衣式の行 

11たる時は五ケ月なり。「衣時を過ごせば」とは迦締那衣式の行はれさる時は 

雨崩の最後のHを過ごせば波逸提なり、迦豨那衣式の行はれたる時は迦締那衣 

波逸提二九 四六三 

VA 



輕分別(比丘尼分別〕 四六四 
、■- ~~ i 

を捨する日を過ぐれば波逸提なり。 

二薄弱衣に薄弱衣想にて衣時を過ごせば波逸提なり、薄弱衣に疑想にて…… 

突吉羅なり、薄弱衣に非薄弱衣想にて……不犯なり。非薄弱衣に薄弱衣想なる 

は突吉羅、非薄弱衣に疑想なるは突吉羅、非薄弱衣に非薄弱衣想なるは不犯なり 

三 利益を說きてとゞむ、擬狂者、最初の犯行者は不犯なり。 

波逸提三〇 

II一 その時佛世尊は舍衞城、紙樹給孤獨園に在しき。その時一優婆塞僧伽 

を指定して精舎を作らしめたりき,彼はかの精舍の落成式に雨部の僧伽に非 

時衣を與へんと欲せり。その時雨部の僧伽に迦締那衣授與されたり。かくて 

かの優婆塞は僧伽に到りて迦締那衣の捨を乞へり。世尊に.白せり。その 

時世尊はこの因緣によりて說法したまひて諸比丘に日へり、藷比丘、迦締那 

衣を捨することを聽す、諸比丘、是の如く迦豨那衣を捨すべし—— 

聰明堪能なる一比丘僧中に唱言すべし—— 

/ ' ' _ _ . ― ■■- - ■ 
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大德僧—きたまへ、若し僧に時機可ならば僧は迦締那衣を捨せん、これ白な 
m 

hy 〇 

大德僧聽きたまへ、僧は迦締那衣を捨す、諸大德中迦締那衣の捨を忍ずるも 

のは默然したまへ、若し忍ぜざる者は說きたまへ。 

僧は迦締那衣を捨し巳れり、諸大德は……我了解す、と。 . 

二 時^かの優婆塞は比丘尼僧伽に到りて迦締那衣の捨を乞へり。倫蘭難陀 

288比丘尼は「我等は衣を得ざるべし」とて迦締那衣の捨を遮せり。かくてかの優婆 

塞は……非難せり、「何ぞ比丘尼等は我等に迦締、那衣の捨を與へざるや」と。諸 

比丘尼かの優婆塞の.非難するを聞けり。諸比丘尼の中少欲なる者.非 

難せり、「何ぞ友偷蘭難陀は如法なる捨迦締那衣を遮するや」と…乃至…「諸比乓 

實に偷蘭難陀比丘尼は……遮するや」。r實なり、世®1-0……S逸提二七、I參•誦す 

べし—— 

何机の比丘尼と雖も如法なる迦締那衣の捨離を遮す机ば波逸提なリ」と。 

二—一 「何れの」とは.意味さる、比丘尼なり。 

r- I -- I . I i-^n - - I I ■ - I - 

波逸提ーニ〇 四六五 
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經分別(比丘尼分別} 四六六 

「如法なる迦締那衣の捨離」とは和合比丘尼僧伽集合して捨するなり。 

r遮す」とはr何ぞこの迦締那衣を捨するや」とて遮ナれば波逸提なり。 

二 如-法に如法想にて遮すれば…〔波逸提二七、二參照〕…最初の犯行者は不犯なり 

• 第三裸形品 

波逸提三I 
I その時佛世@は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時比丘尼等二人にて 

一臥床を共にせり。諸人精舍巡拜をなしてこれを見.非難せり、「何ぞ比丘 

尼等二人にて一臥床を共にするや、宛も在家受欲者の如し」とe諸比丘尼かの諸 

人の.非難するを聞けりa諸比丘尼の中少欲なる者.非難せり、「何ぞ比 

丘尼等二人にて一臥床を共にするや」と…乃至…「諸比丘、實に比丘尼等……共 

にするや」。#なり、世®。佛世尊呵責したまへり、ii比丘、何ぞ比丘尼等. 

共にするや，諸比丘、これ未信者をして……誦すべし—— 

何札の比丘尼と雖も二人にて一臥床を共にすれば波逸提なリ」と。 

〇 



ニーー r可れの」とはいかなる者をも…乃至…。「比丘尼」とは受具者を言ふ。 

「二人にて一臥床を共にす」とは一人の臥する所に他のもの臥すれば波逸提な 

り。兩者臥すれば波逸提なり。起ちて復々臥すれば〔各〕波逸提なり。 

二 一人臥する所に他のもの坐す、或は兩人坐す、擬狂者、最初の犯行者は不犯な 

波逸提三二 

その時陴世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在 き。その時•比丘尼等二人にて 

の裤坡を共にせり、諸人精舍巡拜をなして…〔波逸提三 一'、一「臥床」を「一のli被」とす〕…誦 

すべ 

何仇の比丘尼と雖も二人にて|褥被を共にす仇ば波逸提なリ」と 

|丨一 「何れの」とはいかなる者をも…乃至…。「比丘尼」とは受具者を言ふ 

「二人にて一の褥被を共にす」とはそれを敷きそれをかければ波逸提なり 

一 一褥被に一褥被想にて共にすれば波逸提なり、一.褥被に疑想にて…… 

四六七 



經分別へ比£尼分別〕 四六八 

被に多褥被想にて……波逸提なか。一褥に多被想なるは突吉羅なり、多樨に一 

褥被想なるは突吉羅なり、多褥被に一褥被想なるは突吉羅なり、多褥被に疑想な 

るは突吉羅なり、多褥被に多耨被想なるは不犯なり。 

三【間に袈裟等を置き〕分界を示して臥す、癡狂者、最初の犯行者は不犯なり。 

波逸提三三 

I その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時偷蘭難陀比丘尼は 

多聞にして誦出者たり、說法すること善能なりき。パッダーカビラf 一一 —も亦 

多聞にして..…：善能、甚だしく尊敬されたりき。諸人はr®姉バッダ—カビラ— 

ニーは多聞にして誦出者たり、說法善能にして甚だ尊敬さる」とてバッグーカビ 

ラ—一ー ーを初に禮拜して後に偷蘭難陀を禮拜せり。偷蘭難陀比丘尼i性嫉妬 

深くして、「これ等.の比丘尼は命ずる所多く、乞ふ所多くして住するにh欲知足 

にして隱遁を好み衆に交らずとは言はる」と言ひてバッグ—カビラ— 一一 —の前 

に行步し又立ち或は坐し或は臥し、誦經し又誦經せしめ又問義をなせり。諸比 
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丘尼の中少欲なる者.非難せり、「何ぞ友偷蘭難陀は友バッターカビラ—二 

丨に對し故意に惑惱をなすや」と、…乃至…『諸比丘、實に偷蘭餽陀比丘尼はバッ 

ダ—カビラーニーに對し故意に惑惱をなすや」。#なり、世尊」0佛世尊阿責した 

まへり、「諸比丘、何ぞ偷蘭難陀比丘尼は……なすや藷比丘、これ未信者をし 

て……誦すべし—— 

何仇の比丘尼と雖も比丘尼に對し故惹に惑惱をなせば波逸提なリ」と。 

二丨一 「何れの」とは.意味さる、比丘尼なゎ。 

「比丘尼に對して」とは他比丘尼に對してなり。 

「故意に」とは知り認め目的を持.し留意してなすなり。 

「惑惱をなす」とはこれにょりて彼に惑惱あるべしとて問はずして前に行步し 

或は立ち或は坐し或は臥し或は誦經し或は誦經せしめ或は問義をなせば波逸 

提なり。 

二 受具者に受具者想にて故意に惑惱をなせば波逸提なり、受具者に疑想•にて 

291……受具者に未受具者想にて故意に惑惱をなせば波逸提なり。未受具者に故 

• • 

波逸提三三 四六九 
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意に惑惱をなせば突吉羅なり、未受具者に受具者想なるは突吉羅なり、未受具者 

に疑1なるは突吉羅なり、未受具者に未受具者想なるは突吉羅なり。 

惑惱をなす意なくして前に行步し或は 問義をなす、癡狂者、最初の犯行 

者は不犯な 

波逸ts三四 

一 その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時偷蘭難陀比丘尼は 

病患の同活比丘尼を看病せず又看病の爲の奔走をなさゞりき。諸比丘尼の中 

少欲なる者.非難せり、「何ぞ友偷蘭難陀は病患の同活比丘尼を看病せず又 

看病の爲の奔走をなさMるや」と…乃至…「諸比丘、實に偷蘭難陀比丘尼は…… 

なさMるや」。實なり、世尊」。佛世尊呵責したまへり、「諸比丘、可ぞ偷蘭難陀比 

丘尼は なさMるや、諸比丘、これ未信者をして…*:誦すべ 

何ftの比丘尼と雖も病息の同活比丘尼を看病せず、又看病の爲の奔走をな 

さビ机ば波逸提なリ」と。 



r 二j一 「何れの」とは.意味さる、比丘尼なり。 

「病患の」とは病者を云ふ。 

「同活」とは同住者を云ふ。 . 

「看病せず」とは自ら看病せざるなり。「看病の爲の奔走をなさず」とは他に命ぜ 

ざ‘るなり。 

「我は看病せず、我は看病の爲の奔走をせず」と責務を怠れば波逸提なり。阿関 

梨弟子或は未受具者を看病せず、又看病の爲の奔走をなさゞれば突吉羅なり。 
292二障難ある時、^めて得ず^者^故の時、■狂者®初の犯行者は不犯なり。 

波逸提 三五 

| .その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時バッグーカビラー 

ニーは沙祇にて安居に入り居れり。彼の尼ある用事にて偷蘭難陀比丘尼の許 

に使を送れり、「若し尊姉偷蘭難陀、我に住房を與ふれば、我舍衞城に到ら^と。 

偷蘭難陀比丘尼は是の如く言へり、「來れ、我與へん」と。かくてバッダーカビラ 

波逸提三五 四七一 



1ニーは沙祇ょり舍衞城に到れり。偷蘭難陀比丘尼はパッダIカビラーー11 

に住房を與へたり◦その時偷蘭難陀比丘尼は多聞にして讀誦者たり…〔波逸提三 

三'一參照〕…命ずる所多く乞ふ所多.きもの住す」とて瞋り喜ばずしてバッダーカビ 

ラー.二—を住房ょり驅出せり。諸比丘尼の中少欲なる者……非難せり、「何ぞ 

友偷蘭難陀は友バッダーカビラーニーに住房を與へて後瞋り喜ばずして驅出 

するや」と…乃至…「諸比丘、實に偷蘭難陀比丘尼はバッダーカビラ丨一一丨に… 

…驅出するや」。「實なり、世尊」。佛世尊呵責したまへり、「諸比丘、可ぞ偷蘭難陀 

比丘尼はバッグーカビラーニーに……驅出するや、諸比丘、これ未信者をして 

……誦すべし—— 

何机の比丘尼と雖も比丘尼に住房を與へて後ifiリ喜ばずして驅出し或は 

■出せしむれば波逸提なリ」と。 

二丨一 「何れの」とは……意味さる、比丘尼なり。 

「比丘尼に」とは他比丘尼になり。 

「住房」とは戶をつけたるものなり。 



「與へて」とは自ら與へてなD . 

「Mり喜ばずして」とは滿足せず激動し、不滿なることなり 

「驅出す」とは內房にて捉へ表口に驅出すれば波逸提なり、表口にて捉へ外へIM 

293出すれば波逸提なり。一驅して多室の戶を越えしむれば〔一〕波逸提なり。「驅出 

せしむ」とは他に命ずれば突吉羅なり、一度命ぜられて多室の戶を越えしtrれば 

【二波逸提なり。 • 

二受具者に受具者想にて住房を與へて01り喜ばずして驅出し或は驅出せし 

むれば波逸提なり。受具者に疑想にて……受具者に未受具者想にて……波逸 

提なり。彼の資具を驅出し或は驅出せしむれば突吉羅なり。戶のなき所ょり 

驅出し或は■出せしむれば突吉羅なり"彼の資具を驅出し或は驅出せしむれば 

突吉羅なり。未受具者を戶ぁる所或は戶なき所ょり驅出し或は驅出せしむれ 

ば突吉羅なり、彼の資具を.突吉羅なり。未受具者に受具者想なるは突吉羅 

なり、未受具者に疑想なるは突吉羅なり、未受具者に未受具者想なるは突吉羅な 

り0 

波逸提三五 四七三 



三無慚者を驅出し或は驅出せしむ、彼の資具を……。癡狂者を驅出し或は驅 

出せしむ#の资具を……鬪諍者を…乃至…諍亂者を…乃至…諍論者を…乃至 

…論議者を…乃至…僧伽に紛諍を起すものを驅出し或は驅出せしむ、彼の資具 

を……門弟又は弟子の不如法行なるを驅出し又は驅出せしむ、彼の資具を…… 

-擬狂者、最初の犯行者は不犯なり。 

波逸提三六 

I その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時チャンダカーリー 

比丘尼は居士及び居士兒と親近して住せり。諸比丘尼の中少欲なる者……非 

難せり、「何ぞ友チャンダカーリーは……親近して住するや」と…乃至…「諸比乓 

實にチャンダカーリー比丘尼は.親近して住するや、「實なり、世尊」。佛世尊 

294呵貴したまへり、「諸比丘、何ぞチャンダカーリー比丘尼は.親近して住す 

るや、諸比丘、これ未信者をして……誦すべし—— 

何^の比丘尼と雖も居士或は居士兒と親近して住す札ば、かの比丘尼は諸 



比丘尼によりて是く言はるべし、『友、居士及び居士兒と親近して住する 

こと勿れ、友、離れた含へ^仇ることを偕伽は姉に對して譖歎す』と。かの 

比丘尼是の如く諸比丘尼によりて言は机て尙固執す机ば、かの比丘尼は諸 

比丘尼によyて三度3:てそを捨てしむる爲に諫吿さるべし、三度aて諫吿 

されて若しそを捨つ机ばこれ可なリ、若し捨てざ乳ば波逸提なリ」と。 

ニーー 「何れの」とは.意味さる、比丘尼なり。 

「親近」とは非隨順行なる身語をもつて親近するなり。 

「居士」とはあらゆる在家の生活をなすものなり。「居士界とはあらゆる兒兄弟 

なり。 

「かの比丘尼」とはかの親近せる所の比丘尼なり。 

「諸比丘尼によりて」とは見聞せる所の他の比丘尼によりてなり、かの/Sにより 

て言はるべきなり、「尊姉、居士及び……讃歎す」と、二度言はるべし、三度言はる 

べし、若し捨すればこれ可なり、若し捨せざれば突吉羅なり、聞きて言はざれば突 

吉羅なり。かの比丘尼は僧伽の中に將はれて言はるべし、「尊姉、居士及び… 

波逸提三六 
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經分別(比丘尼分別〕 • 四七六 

…讃歎す」と、二度言はるべし、三度言はるべし、若し捨すればこれ可なり、若し捨せ 

ざれば突吉羅なり。かの比丘尼は諌吿さるべし、諸比丘、是の如く諌吿さるべ 

し磁名堪能な，る一比丘尼僧中に唱言すべし—— 

大姉僧聽きたまへ、この某甲比丘尼は居士及び居士兒と親近して住す、彼こ 

の事を捨てず、若し僧時機可ならば僧は某甲比丘尼をかの事を捨せしむる 

爲に諌吿せん、これ白なり。 

大姉僧聽きたまへ、この某甲.我二度この事を言ふ…乃至…我三度この 

事を言ふ…乃至…。 • 

僧は某甲比丘尼をかの事を捨せしむる爲に諫吿し竟んぬ、衆僧は忍じたま 

へり……我了解す、と。 ， 

ニーー 白にょりて突吉羅なり、二羯磨語にょりて突吉羅なり、羯磨語竟りて波 

逸提なり。 ， 

二如法羯磨に如法羯磨想にて捨せざれば波逸提なり、如法.羯磨に疑想にて… 

…如•法^磨に非法羯磨想にて.波逸提なり。非法羯磨に如法，羯磨想なるは 



突吉羅なり、非法羯磨に疑想なるは突吉羅なD、非法羯磨に非法羯磨想なるは突 

吉羅な”。 

三•諌吿されざる者、捨せる者^狂者、最初の犯行者は不犯なり。 

波逸提三七 

一 その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時諸比丘尼は危險ぁ 

りと見え恐怖を伴へる國內に隊商の伴なくして遊行せり。惡人これを汚せP 

諸比丘尼の中少欲なる者.非難せ5、r何ぞ比丘尼等.遊行するや」と…乃 

至…「諸比丘、實に比丘尼等は.遊行するや」。「贸な，り、世尊」。佛世尊呵责した 

1へり、「諸比丘、何ぞ諸比丘尼は……遊行するや、諸比丘、これ未信者をして 

〇 

'誦すべし—— 

何机の比丘尼と雖も危險あリと見え恐怖を伴へる國內に隊商の伴無 く 

て遊行す机ば波逸提なリ」と 〇 

—一 「何れの」とは 意味さる\比丘mな^:^ 

波逸提三七 四七七 

し 
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「國內に」とはかの地方に住せるその國にてなり。 

「危險あり」とはその道中に於て賊の住せる場所見え、食せる場所見え、立てる場 

所見え、坐せる場所見え、臥せる場所見ゆる念り。 

「恐怖を伴へる」とはその道中に於て賊の爲に人の殺さる、を見、奪はる、を見、 

打たる、を見るなり。 

「隊商の伴なくして」とは隊商よち離れて*り。 

「遊行す」と«o家多き村に於ては村〔に行く〕每に波逸提なり、家なき空地に於ては 

半由旬每に波逸提なり。 

二隊商と共に行く、安全にして恐怖なき所を行く、事故の時、癡狂者、最初の犯行 

者は不犯なり。 

波逸提三八 

I その時俤世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時比丘尼等は危險あ 

5と見え恐*ffiを#へる國外に隊商の伴なくして遊行せり、惡人…〔波逸提三七、一參, 

ノ 



S內.w国外とす〕…誦，Tべし 

何れの比i尼と雖も危險あyと見え恐怖を伴へる國外に隊商の伴無くし 

て遊行す仇ば波逸提なリ」と。 

二「何れの」とは.意味さるゞ比丘尼なり。 

「國外」とはその地方に住せる所、それを除きて他の國なり。 

「危險あり」とは…S逸提三七、一一參S…最初の犯行者は不犯なり。 

波逸提三九 

I その時佛世尊は王舍城、迦蘭陀竹林園に在しき。その時諸比丘尼雨期中に 

遊行せり。諸人……非難せり、「何ぞ比丘尼等は……遊行するや'彼等は靑草を 

跻み一根の生命を害ひ數多の小有情を殺す」と。諸比丘尼かの諸人の……非難 

するを聞けり。諸比丘尼の中少欲なる者…•：非難せり、「何ぞ比丘尼等……遊 

行するや」と…乃至…「諸比丘、實に諸比丘尼は……遊行するや」。fなりlit尊」。 

佛世尊呵责したまへり、「諸比丘、何ぞ比丘尼等は……遊行するや藷比丘、こ 

逸提三九 四セれ 



經分別(比丘尼分別) 

れ未信者をして 

四八〇 

すべ 

何机の比丘尼と雖も雨期中に遊行す机ば波逸提なリ」と 

II一 「何れの」とは 意味さる〜比丘尼なり。 

「雨期中」とは前三月或は後三月を入安居せずしてなり。 

「遊行す」とは家多き村r於ては…〔波逸提三七、二—一〕…家なき空地に於ては……波 

逸提なり。 

二事用ありて七日間行く、何物かにより强迫されて行く、事故の時、癡狂者、最初 

の犯行者は不犯なり。 

波逸提四〇 

_ その時佛世尊は王舍城、迦蘭陀竹林園に在しき。その時諸比丘尼は王舍城 

にて雨期を過し、冬も夏もそこに住せり。諸人……非難せり、「諸比丘尼にとり 

ては諸方は矇昧暗黑なり、彼等には諸方は見えず」と。諸比丘尼かの諸人の…… 

非難するを聞けり てかの諸比丘尼は諸比丘にこの事を語れり。諸比丘 

_ン 



298 

は世尊に……白せり。その時世尊はこの因緣によりて說法したまひ諸比丘に 

日へり、「然らは諸比丘、十利をもつての故に我諸比丘尼の爲に學處を制せん 

.諸比丘、比丘尼等は當に是の如くこの學處を誦すべし- 

何机の比丘尼と雖も安居を竟yてたとへ五六由旬にても遊行に出てざ机 

ば波逸提なリ」と。 

二—一 「何れの」とは.意味さる、比丘尼なり。 

「安居を竟りて」とは前三月或は後三月を住し竟りてなり。 

「たとへ五六由旬にても我遊行に出でず」と言はゞ責務を怠る所にて波逸提な 

り0 

二障難ある時、伴友比丘尼を求むるも得ず、病者、事故の時、il狂者、最初の犯行者 

は不犯なり。 

第匹dhハ臥品 

波逸提四I 



一 その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時拘藤羅國波斯匿王 

の園林內の紛崭堂に麗はしき繪靈かれたり。多くの人々給畫堂を見る爲に行 

けり。 群比丘尼も繪ffi堂を見に行け 諸人 非難せり、「何ぞ、比丘尼等 

繪畫觉を見る爲に行くや、宛も在家受欲者の如し」と。諸比丘尼かの諸人の 

非難するを聞けり。諸比丘尼の中少欲なる者……非難せり、「何ぞ六群比丘尼 

は繪寮堂を見に行くや」と…乃至…「諸比丘、に六群比丘尼は 

なり、世尊」。佛世鎵呵責したまへり、「諸比丘、何ぞ六群比丘尼は 

やJ。「實 

くや、諸 

比丘、これ未信者をして 誦すべ 

何机の比&尼と雖も王官或は繪晝堂或は公園或は11林或は蓮池を見る爲 

に行けば波逸提なリ〗と。 

1一 「何れの」とは 意味さる、比丘尼なり。 

「王宮」とは何處にてもそこにて王の遊樂する爲に作られたるものなり。「繪畫 

堂Jとは何處にてもそこにて諸人の遊樂する爲に作られたるものなり。「公園」と 

は何處にてもそこにて諸人の遊樂する爲に作られたるものなり。「園林」とは何 

r 



處にてもそこにて諸人Q—7 isられたるものf。I何處に 

てもそこにて諸人の遊樂する爲に作られたるもの念り。 

見る爲に行けば突吉羅なり、そこに立ちて見れば波逸提なり、見處を去りて後 

復々見れば〔それぞれ〕波逸提なり、一つ一つを見る爲に行けば〔各々〕突吉羅なり、そ 

こに立ちて見れば波逸提なり、見處を去りて復々見れば波逸提なり。 
299二 &園中に住して見る、a還する時見る^用ありて行きて見る、事故の時®狂 

者、最初の犯行者は不犯なり。 

波ii提四二 

一 その時佛世尊は舍衞城、-®樹給孤獨園に在しき。その時比丘尼等高床及び 

尾毛牀を使用せり。諸人精舍巡拜をなして〔これを〕見……非難せり、「何ぞ比丘 

尼等高床及び尾毛牀を用ふるや、宛も在家受欲者の如し」と◦諸比丘尼かの人々 

の……非難するを聞けり。諸比丘尼の中少欲なる者……非難せり、「何ぞ比丘 

尼等……用ふるや」と…乃至…「諸比丘、實に比丘尼等は……用ふるや」。資なり、 



世尊」。佛世•尊呵責したまへ^N、「諸比丘、何ぞ比丘尼等は.用ふるe、諸比丘、 

これ未信者をして 誦すべし 

何机の比丘尼と雖も高床或は尾毛钵を用ふ机ば波逸提なリ」と。 

二—一 「何れの」とは 意昧さるゝ比丘尼なり。 

「高^とは量を過ぎたるものを言ふ。「尾毛^とは美しきM毛にて阼らる、も 

のな 〇 

「用ふれば」とはそれに坐し或は臥すれば波逸提なり 〇 

高床の足を切斷して用ふ、尾毛牀の尾毛を切斷して用ふ、擬狂者、最初の犯行 

者は不犯なり。 

波逸提四三 

一 その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時六群比丘尼は糸を 

300紡げり。諸人精舍巡拜をなしてこれを見……非難せり、「何ぞ比丘尼等は糸を 

紡ぐや、宛も在家受欲者の如し」と。諸比丘尼かの諸人の 非難するを聞け 

0 



、' 

諸比丘尼の中少欲*る者非難せり、「何ぞ六群比丘--^は糸を絲くや」と…乃至… 

「諸比丘、實に六群比丘尼は糸を紡ぐや」。「實/i:り、世尊」。佛世尊呵責したまへり 

「諸比&、何ぞ六群比丘尼は糸を紡ぐゃ、諸比丘、これ未信者をして.Mすx 

何れの比丘尼と雖も糸を紡げば波逸提なy」と。 

I丨一 「何れの」とは.意味さる、比丘尼なり。 

「糸」とは六種の糸あり，麻糸、綿糸、絹糸、毛糸、粗麻糸、大麻糸なり。 

「紡ぐ」とは自ら紡ぐなり、紐ぐは突吉羅，撚り卷く每に波逸提なり 

一紡がれたる糸を撚る、擬狂者、最初の犯行者は不犯なり。 

波逸提 四四 

I その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時諸比丘尼は在家者 

の爲に仕事をなせり。諸比丘尼の中少欲なる者……非雖せり、「何ぞ諸比丘尼 

は在家者の爲に仕事をなすや」と…乃至…「諸比丘、寶に比丘尼^は在^者の爲 

,四八五 
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に仕事をなすや」。「實な^/世尊」。佛世尊呵責したまへり、r諸比丘、•何ぞ比丘/g 

等は.なすや、諸比丘、これ未信者をして信ぜしめ……誦すべし- 

何^の比丘尼と雖も在家者の爲に仕辜をなせば波51提なy」と。 

二1一 「何れの」とは.意味さる、比丘尼なり。 

「在家者の爲の仕事」とは在家者の爲に粥或は飯或は硬食を煮き、或は衣或は頭 

巾を洗へば波逸提なり。 

二〔僧の爲にする〕供養の粥に於て、僧食に於て、塔供養に於て、己が婢の爲に粥或 

は飯或は硬食を煮、或は衣或は頭巾を洗ふ、癡狂者、最初の犯行者は不犯なり。 

波逸提四五 

I その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時一比丘尼偷蘭難它 

比丘尼の許に到りてかく言へP、「尊姉、來りてこの諍事を減したまへ」と。偷 

蘭難陀比丘尼は「よろし」と諾ひて而も滅せず、滅する爲の奔走をなさゞりき。か 

くて彼の比丘尼は諸比丘尼にこの事を語れり。諸：比•丘尼の中少欲なる者. 



非難せり、「何ぞ友偷蘭難陀は比丘尼によりて『尊姉、來りてこの諍事を減した 

まへ』と言はれ『よろし』と諾ひて而も滅せず又滅する爲の奔走をなさゞるや」と… 

乃至…「諸比丘、實に偷蘭難陀比丘尼は……滅せず……なさゞるや」。「實なり、世 

尊/佛世尊呵責したまへり、「諸比丘、何ぞ偷蘭難陀比丘尼は……減せず…… 

なさMるや、諸比丘、これ未信者をして……誦すべし—— 

何仇の比丘尼と雖も比丘尼によyKs姉、柬yてこの靜事を滅したtへj 

と©は仇て『よろし1諾ひて彼の尼後に障難あるにあらずして減せず又滅 

する爲の奔走をなさC机ば波逸提なリ」と。 

ニーー 「何れの」とは……意味さる、比丘尼なり。 

「比丘尼によりて』とは他の比丘尼によりてなり。 

「諍事」とは四種の諍事あり、爭論諍事、非難諍事、罪過諍事、義務諍事なり。 

「尊姉、來りてこの諍事を滅したまへ」とは「尊姉、來りてこの諍事を決したま 

へ」なり。 

302「かの尼後に障難あるにあらずして」とは障難あらざるになり。 



.經分別(比丘尼分別3 四八八 

「滅せず」とは自ら滅せざるなり。「減する爲の奔走をなさず」とは他人に命ぜざ 

るなP。「我滅せず、我滅する爲の奔走をなさず」と責務を怠る所にて波逸提なり。 

二受具者に受具者想にて諍事を減せず、又滅する爲の奔走をなさゞれば波逸 

提なり、受具者に疑想にて……受具者に未受具者想にて……波逸提なり。未受 

具者の諍事を滅せず、.又滅する爲の奔走をなさMれば突吉羅なり。未受具者に， 

受.具者想なるは突吉羅、未受具者に疑想なるは突吉羅なり、未受具者に未受具者 

想なるは突吉羅なり。 

三障難ある、求めて得ざる、病者、事故の時、擬狂者、最初の犯行者は不犯なり。 

多 

波逸提四六 

一 その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時偷蘭難陀比丘尼は 

舞踊者…〔波逸提二八、I、『沙門の衣を與へ-を『n手にて硬軟の食を與へ』とす〕…誦すべし_ 

何机の比丘尼と雖も在寂者或は遍行外道男或は遍行外道女に自手にて硬 

食或は軟食を與ふ机ば波逸iiなリ」と。 

488 



II一 「何れの」とは 意味さるゝ比丘尼な 

「在家jとは•二波逸提二01參照〕…遊行者となれるものなり。「硬食Jとは五正食、水と 

楊枝を除きたる殘餘の硬き食物なり。「軟食」とは五正食卽ち.肉なり。. 

「與ふれば」とは身により或は身に持つものにより或は〔身より〕投じて與ふれば 

303波逸提なり。水と楊枝を與ふれば突吉羅なり。 

二與へしめて興へず、〔地に〕置きて與ふ、外，用塗藥を與ふ、癡狂者、最初の犯行者 

は不犯なり。 

波逸提四七 

一 その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時偷蘭難陀比丘尼は 

月華衣を捨せずして使用せり。他の月華尼等得ざりき。諸比丘尼の中少欲な 

る者 非難せり、「何ぞ友偷蘭難陀は月華衣を捨せずして使用するや」と 

至…「諸比丘、實に偷蘭難陀比丘尼は……使用するや」。适なり、世夢。佛世尊呵 

責したまへり、「諸比丘、何ぞ偷蘭難陀比丘尼は……使用するや、諸比丘、これ 

波逸提四七 四八九 



未信者を 誦すべ 

何机の比丘尼と雖も月華衣を捨せずして使用す机ば波逸提なリjと。 

I I —一 「何れの」とは.意味さる、比丘尼なり。 

「月華衣」とは月經尼等使用せよとて與へられたるものなり。 

「捨せずして使用す」とは二三夜使用して第四日に洗ひて比丘尼或は式叉摩那 

或は沙彌尼に捨せずして使用すれば波逸提なり。 

不捨に不捨想にて用ふれば波逸提なり、不捨に疑想にて 不捨に捨想に 

て.波逸提なり。捨に不捨想なるは突吉羅なり、捨に疑想なるは突吉羅な' 

捨に捨想なるは不犯なり。 . 

三捨して後用ふ、復び月華の時用ふ、他の月經尼なし、衣を奪はれたる者、衣を失 

へる者、事故の時、癡狂者、最初の犯行者は不犯なり . 

波逸提四八 

その時佛世尊は舍衞城、祇樹耠孤獨園に在しき。その時偷蘭難陀比&尼^ 



住所を捨せずして遊行に出でたり。その時偷蘭難陀の住所燒かれたり。諸比 

丘尼是の如く言へり、「いざ友、財具を運び出さん」と。一人のもの斯く言へり、 

「友、我等は運び出さず、失へる物は凡べて我等の貴とならん」と。偷蘭難陀比丘 

尼は再びかの住所に歸り來りて比丘尼等に問へり、「友、汝等財具を運び出せ 

しや』。「友、我等運び出さず」と。偷蘭難陀比丘尼……非難せり、「何ぞ比丘尼等 

は住所の燒かる、時財具を運び出さMるや」と。諸比丘尼の中少欲なる者. 

非難せり、「何ぞ友偷蘭難陀は住所を捨せずして遊行に出づるや」と…乃至…「諸 

比丘、實に偷蘭難陀比丘尼は……出づるや」。fなり、世f。佛世尊呵責したま 

へり，「諸比丘、何ぞ倫蘭難陀比丘尼は……出づるや^比丘、これ未信者をし 

て.誦すべし 

何れの比丘尼と雖も住所を捨せずして遊行に出づれば波逸提なリ」と。 

二！一 「何れの」とは.意味さる、比丘尼なり。 

「住所」とは戶をつけたるものなり。 

「捨せずして遊行に出づ」とは比丘尼或は式叉摩那或は沙彌尼に捨せずして有 

皮逸ffi四八B5/L一 
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經分別(比丘尼分別) . 四九二 
^-. . . 

籬の住所の籬を超ゆれば波逸提なり、無iiの住所の境界を超ゆれば波逸提なり 

二 不捨に不捨想にて出づれば波逸提なり、不捨に疑想にて……不捨に捨想に 

て……波逸提なり。戶をつけざるものを捨せずして出づれば突吉羅なり。捨 

に不捨想なるは突吉羅なり、捨に疑想なるは突吉羅なり、捨に捨想なるは不犯な 

り0 . 

305三捨して出づ、障難ある時"求めて得ず、病者、事故の時、癡狂者、最初の犯行者は不 

犯なり。 

波逸提.四九 

| その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時六群比丘尼は畜生 

呪を學ベり。諸人譏嫌非難せり、「何ぞ諸比丘尼は畜生呪を學ぶや、宛かも在家 

受欲者の如し」と。諸比丘尼かの諸人の……非難するを聞けり。諸比丘尼の中 

少欲なる者……非難せり、「何ぞ六群比丘尼は畜生呪を學ぶや」と…乃至…『諸比 

丘、實に六群比丘尼は畜生呪を學ぶや」。「實なり、世尊」。佛世尊呵責したまへり、 

〇 



「諸比&、可ぞ六群比丘尼は……學ぶや、諸比丘、これ未信者をして……誦すべ 

何れの比丘尼と雖も畜生呪を學べば波逸提なyjと 

11一 「何れの」とは 意味さる、比丘尼なり 

「畜生呪」とは何等か外道のものにて無益のもの(呪術)なり。 

「學べば」とは句にょりて學べば句每に波逸提なり、字にょりて學べば字每に波 

逸提なり。 

二文字を學ぶ、憶持を學ぶ、守護の爲に呪文を學ぶ、擬狂者、最初の犯行者は不犯 

波逸提五〇 

I その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時六群比丘尼は畜生 

呪を敎へたり。諸人譏嫌…〔波逸提四九'『學ぶV”敎ゆ』とす〕…誦すべし—— 

何^の比丘尼と雖も畜生呪を敎ふ乳ば波逸提なリ」と 0 



「何れの」とは 意味さる、比丘尼な 

「畜生呪」とは……「敎ふれば」とは句によりて敎ふれば…〔波逸提四九、二、『學ぶ1『敎士と 

3…最初の犯行者は不犯なり。 

波逸提五一 

| その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時衆多の比丘一衣者 

にて村里の住處にて衣を作り居れり。諸比丘尼問はずして僧園に入りてかの 

諸比丘の許に到れり。諸比丘譏嫌非難せり、「何ぞ比丘尼等問はずして儈園に 

入るや」と…乃至…「諸比丘、實に比丘尼等は……入るや」。fなりtf尊」。佛世尊 

呵責したまへり、「諸比丘、何ぞ比丘尼等は……入るや、諸比丘、これ未信者を 

して……誦すべし——. 

何れの比丘尼と雖も問はずして僧園に入れば波逸提なり」と。 

世尊にょり諸比丘尼の爲に是の如くこの學處は制せられたり。 

その時かの諸比丘はその住處ょり去れり、諸比丘尼は「諸師は去れり」とて僧 



「園に-了かざりき。時にかの諸比丘再びかの住處に歸れり諸比丘尼は「諸師は歸 

れり」とて問ひて僧園に入りかの諸比丘の許に到れり、到り已りて諸比丘に挨拶 

307し一方に立てり。一方に立てるかの諸比丘尼に比丘等は斯く言へり、「諸姉、 

汝等何が故に僧園を淸掃せず、又飲料水、用水を用意せざるや」。「尊師等、世尊學 

處を制したまへり、『問はずして僧園に入るべからず』と、この故に我等行かざり 

しなり」と。世尊にこの事を白せり、ii比丘、在住の比丘に問ひて僧園に入る 

ことを定む、諸比丘、諸比丘尼は是の如くこの學處を誦すべし—— 

何れの比丘尼と雖も在住の比丘に問はずして僧園に入れば波逸提なり」と 

是の如くこの……制せられたり。 

三 その時かの諸比丘かの住處ょり出で去り復かの住處に歸れり。比丘尼等 

は「尊師等は出で去れり」とて問はずして僧園に入れり。彼の尼等畏惧せり、「世 

尊は學處を制したまへり、『在住の比丘に問はずして僧園に入るべからず』と、然 

るに我等在住比丘に問はずして僧園に入れり、我等波逸提を犯せるに非ずや」と 

世尊に……白せり、「諸比丘、是の如く諸比丘尼は……誦すべし—— 



何乳の比丘尼と雖も知りて有比丘の僧IIに問はずして入仇ば波逸提なy 

と 〇 

四 一 「何れの」とは 意味さるゝ比丘尼な 〇 

「知りて」とは自ら知り或は他のもの彼の尼に吿げ或は彼等〔彼の尼に〕吿ぐるな 
〇 

「有比丘の僧園」とは比丘が樹下に於ても住する所な 〇 

商はずして儈園に入れば」とは比丘或は沙彌或は淨人の許を得ずして、有籬の 

僧園にては籬を超せば波逸提なり、無籬の僧園にては境界に入れば波逸提な り 

二 有比丘に有比丘想にて在住比丘に問はずして僧園に入れば波逸提なり、有 

比丘に疑想にて……突吉羅なり、有比丘に無比丘想にて 不犯な 〇 無/比丘 

308に有比丘想なるは突吉羅なり、無比丘に疑想なるは突吉羅なり、無比丘に無比丘 

想なるは不犯な 〇 

三 在住比丘に問ひて入る、無比丘にて問はずして入る、f先に入りし比丘尼の 

頭を〕注視しつ、行く、比丘尼の集合せしめられたる所へ行く、道が僧園にそひて 

〇 



ある時、病者、事故の時、痠狂者、最初の犯行者は不犯な 

波逸提五I 

その時佛世•尊は昆舍離城、大林重閣講堂に在しき。その時具壽優波離の和 

尙なる具壽カツ：ヒタカは墓所に注せ その時六群比丘尼の長.老比丘尼死せ 

り。六群比丘尼はかの比丘尼を運び出して具壽カツビタカの精舍の門處にて 

荼昆し塔を作りて其の塔處に行きて泣けり。かくて具壽カッビタカは彼等の 

聲に惱まされかの塔を壞し倒せり。六群比丘尼は「このカッビタカの爲に我等 

の友の塔は壤られたり、いざ我等彼を殺さん」とて相談せ 比丘尼具壽優波 

離にこの事を語れ その時具壽カッビタカは精舍より去りてかくれ住せり 

その時六群比丘尼は具壽カツビタカの精舍に到れり。到り已りて具#カツビ 

タカの精舍を石及び泥をもつて覆ひてカツビタカは死せりとて去れり。時に 

具壽カツビタカは其の夜過ぎて日辰朝下衣を著し上衣と鉢とを持して毘舍離城 

に乞食を行ぜり。六群比丘尼は具壽カツビタカの乞食を行ぜるを見たり。見 
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已りてかく言へり「このカツビタカは活く、誰か我等の密語を聞けるなり」と。 

六群比丘尼は聞けり、優波離我等の密語を聞けるなり」と、彼の尼等具壽優波離 

を罵れり、「何ぞこの卑姓の袈裟を著たる床屋我等の密語を聞くや」と。 

諸比丘尼の中少欲なる者.非難せり、『何ぞ六群比丘尼は尊師優波離を罵 

るや」と…乃至…II比丘、實に六群比丘尼は優波離を罵るや」。tfなり、世尊」。佛 

世尊呵責したまへり、「諸比丘•、何ぞ六群比丘尼は.罵るや、諸比丘、これ未 

信者をして……誦すべし—— 

何机の比丘尼と雖も比丘を0リ或は惡口す机ば波逸提なリ」と。 

二1一 「何れの」とは.意味さる、比丘尼なり。 

「比丘を」とは受具者をなり。 

『罵れば」とは.^は-t^種の罵事にょりて罵り或はそれ等の一を以つて罵れば波 

逸提なり。『惡口すれば」とは怖を生ぜしむれば波逸提なり。 

二受具者に受具者想にて罵り或は惡口すれば波逸提なり、受具者に疑想にて 

……受具者に未受具者想にて……波逸提なり。未受具者をSり或は惡口すれ 



ば突吉羅なり。未受具者に受具者想なるは突吉羅なり、未受具者に疑想なるは 

突吉羅なり、未受具者に未受具者想なるは突吉羅なり。 

三義を說く爲の者、法を說く爲の者、敎を說く爲の者、癒狂者、最初の犯行者は不 

犯なり。 

波逸提五三 

一 その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時チャンダカ—リ— 

比丘尼は鬪諍者、諍亂者、靜論者、論議者たり、僧伽に紛諍を起さしめる者なりき。 

偷蘭難陀比丘尼は彼の尼に〖僧衆〕羯磨をなす時遮せり。その時偷蘭難陀比丘尼 

は何等かの事用にて村に行けり。時に比丘尼僧伽は「偷蘭難陀比丘尼は出で行 

けり」とてチャンダカーリー比丘尼を罪を見ざるにより檳せり。偷蘭難陀比丘 

尼は村にてかの事用を巳りて復舍衞城に歸れり。チャンダカーリー比丘尼は 

偷蘭難陀比丘尼の歸り來れるも座を設けず、洗足水、洗足臺、洗足板を持ち來らず 

出で迎へて衣鉢を受け取らず、飲物をもつて問はざりき。 

‘波逸提五三 四九九 



經分別(比丘尼分別} 五〇〇. 

偷蘭難陀比丘尼はチャンダカーリー比丘尼にかく言へり、『友、汝何が故に 

我歸り来れるに座を設けず、洗足水……問はざるや/『友、庇護無きものは是の 

如きのみ/『友、汝何が故に庇護なきや」。『友、かの比丘尼等は我を『こは守護な 

し智無し彼には何事をもなすことなし』とて罪を認めざるにょりて接せり」と。 

偷蘭難陀比丘尼は「彼等は愚昧無能なり、彼等は羯磨も或は羯磨の不成も或は羯 

磨の不善、或は羯磨の成就をも知ること無し」とて怒りて比丘尼衆を罵れり。諸 

比丘尼の中少欲なる者.非難せり、『何ぞ友偷蘭難陀は怒りて衆を罵るやJと 

…乃至…「諸比丘、實に偷蘭難陀比丘尼は.罵るや」。「{貫なり、世尊」。佛世尊呵 

責したまへり、「諸比丘、何ぞ偷蘭難陀比丘尼は……罵るや、諸比丘、これ未信 

者をして……誦すべしI 

何机の比丘尼と雖もlyて衆を罵机ば波逸提なy」と。 

二「何れの」とは.意味さる、比丘尼なり。 

「瞋りて」とは怒れるを言ふ。 

「衆」とは比丘尼僧を言ふ。 

500 



「罵れば」とは「彼等は愚昧無能なり、彼等は……羯磨の成就をも知ることなし」と 

罵れば波逸提なり。多比丘尼が一比丘尼或は未受具戒者を駡れば突吉羅なり 

義の爲に言ふ者…〔波逸提五二、二—三參照〕…最初の犯行者は不犯なり。 

波逸提五四 

その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時一婆羅門は比丘尼 

311を請じて食を供せり。比丘尼等は充分に食し已りて親里の家々に到り或者は 

食を取り或者は鉢食を受けて歸れり。その時かの婆羅門は近隣の人々にかく 

言へり、『諸卿、比丘尼等は我にょりて滿足せり、いで、我卿等をも滿足せしめん」と 

彼等はかく言へり、「友、卿いかでか我等を滿足せしめんや、卿に請ぜられし彼 

等さへ我等の家に來りて或る者は食を取り或る者は鉢食を受けて歸れり」と。 

その時かの婆羅門は譏嫌非難せり、『何ぞ諸比丘尼は我等の家にて食を取りH 

に}餘處にて食するや、我充分に供すること能はざるや」と。諸比丘尼かの婆羅門 

の……非難するを聞けり。諸比丘尼の中少欲なる者……非難せり、「何ぞ諸比 

^___1------- 

波逸提五四 五〇 
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丘尼は充分tc食し已りて〔更に)餘處にて食するや」と…乃至…「諸比丘、實に比丘 

尼等は充分に食し已りてMに〕餘處にて食するや」。「實なり、世尊」と。佛世尊呵責 

したまへり、^比丘、何ぞ.食するや"諸比丘、これ未信者をして.誦す 

べしI 

何机の比丘尼と雖もf先に〗諝ぜら机居y或はf已にI食し已yて嚼食或は® 

食を取机ば波逸提なリ」と。 

—一 「何れの」とは 意味さる、比丘mな 

「請ぜられ居り」とは五正食の一をもつて請ぜられ居るなり。「足食し巳りて」と 

は座知られ、食知られ、近くに立ち、給侍し〔充分なりとの1絕が知らる、なり。 

「嚼食」とは五種の瞰食、粥、非時藥、七日藥、盡形壽藥を除き殘餘の硬食を言ふ。廠 

食」とは五種の軟食、卽ち.肉なり。「我食®せん」とて捉れば突吉羅なり、食因す 

る每に波逸提なり。非時藥、七日藥、盡形壽藥を食せんとて捉れば突吉羅、食咽す る每に波逸提な 

る每に突吉羅なり。 

二請ぜられて足食せずして粥を飲む、供養主に許を得て食す、非時藥、七日藥、盡 



形壽藥を因緣ありて食す、癡狂者最初の犯行者は不犯なり 

312波逸提五五 

| その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時一比丘尼舍衞城に 

てある町に乞食を行じ一家に到れり。到り已りて設けの座に著けり。その時一 

かの諸人かの比丘尼に食を供してかく言へり、「尊姉、他の比丘尼も來るべし」 

と。時にかの比丘尼は「如何にして諸比丘尼を行かしめざらん」と思ひて諸比丘、 

尼の許に到りてかく言へり、「友、某處には猛犬惡牛あり泥地なり、汝等かしこ’一 

に行くこと勿れ」と。一比丘尼も亦かの町に乞食を行じかの家に到れり。要り* 

已りて設けの座に著けり。時にかの諸人かの比丘尼に食を供してかく言へり、 

「尊姉、何が故に比丘尼等は來らざるや」と。時にかの比丘尼かの諸人にこの事 

を語れり。諸人……非難せり、「何ぞ比丘尼は俗家を慳嫉するや」と…乃至…「諸 

比丘、實に比丘尼は俗家を慳嫉するや」。「{貫なり、世尊」。佛世尊呵責したまへり、 

「諸比丘、何ぞ比丘尼は俗家を慳嫉するや、諸比丘、これ未信者をして……誦す 
_ ____V 

波逸提五五 五〇三 



苞 SSI(只£/!另SI.,; 五〇四 

何机の比丘尼と雖も俗家を慳嫉す机ば波逸提なリ」と 

—一 「何れの」とは 意味さる、比丘^なり。 

，「俗家」とは……首陀羅家なり。 

「惶嫉する」とは「如何にして諸比丘尼を行かざらしめん」とて比丘尼等の前にて 

俗家の惡口を云へば波逸提なり、俗家の前にて比丘尼の惡口を1一目/tf波逸提な 

俗家を®嫉するに非ずして事實ある危險を吿ぐ、擬狂者、最初の犯行者は不 

犯な 

波逸提五六 

一 その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時衆多の比丘尼は村 

里の住處にて安居を竟り舍衞城に到れり。諸比丘尼かの比丘尼等にかく言へ 

り、「友等何處にて安居に入りしや、敎誡は滿足なりしや否や」。「友、そこには比 



丘あらず、如何でか敎誡滿足ならんや」と。諸比丘尼の中少欲なる者……非難せ 

り、可ぞ比丘尼等は無比丘の住處にて安居に入るざと…乃至…「諸比丘、實に 

比J&尼tt……入るや」。#なり、世尊」。佛世尊呵責したまへり、「諸比丘 何ぞ比 

丘尼等は.入るや、諸比丘、これ未信者をして.誦すへし 

何れの比丘尼と雖も比丘無き住處にて安居に入机ば波逸提なy」と。 

ニーー「何れの」とは.意味さる、比丘尼なり。 

「比丘無き住處」とは敎誡の爲、〔布薩自恣等の爲)共住の爲行くこと能はざるな 

り0 

「戈安居に入らん」とて坐臥處をととのへ飲料水、用水を備へ房室を淸掃すれば 

突吉羅なり、日出と共に波逸提なり。 

二入安居の比丘出去し、或は還俗し或は死し或は外道に歸す、事故の時、癡狂者、 

最初の犯行者は不犯なり。 

波逸提五七 

波逸提五七 五055: 
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その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。其時衆多の比丘尼は村里 

の住處にて安居を竟り舍衞城に到れり◦諸比丘尼かの比丘尼等にかく言へり、 

「友等' 何處にて安居を竟へしや、比丘僧伽に自恣せしめしや」。「友、S等は比丘 

314僧伽にg恣せしめず」と。諸比丘尼の中少欲なる者……非難せり、「何ぞ比丘尼 

等は安居竟りて比丘僧伽に自恣せしめざるや」と…乃至…「諸比丘、實に比丘^ 

等は.自恣せしめざるや」、「{貫なり、世尊」。佛世尊呵責したまへり、「諸比丘、可ぞ 

比丘尼等は……自恣せしめざるや、諸比丘、これ未信者をして.誦すべし- 

何机の比丘尼と雖も安居竟yて二部の僧中にて見或は間或は疑の三事に 

ょyて自恣せしめざ机ば波逸提なリ」と。 

二—一 「何れの」とは..意味さる、比丘尼なり。 

「安居竟りて」とは前三月或は後三月を住し竟りてなり。 

「二部の僧中にて見或は聞或は疑の三事にょりて自恣せしめず」とて責務を放 

棄する所にて波逸提なり。 

二障難ある、求めて得ず、病者、事故の時、癡狂者、最初の犯行者は不犯なり。 



波逸提五八 

I その時佛世尊は釋迦國、迦毘羅衞城、尼拘律樹園に在しき。その時六群比丘 

は比丘尼住處に到りて六群比丘尼を敎誡せり。比丘尼等は六群比丘尼にかく 

言へり、「友、來れ、我等敎誡〔を受け〕に行かん」。「友、我等敎誡の爲に行くべきや、 

尊者六詳比丘こ、に来りて我等を敎誠す」と。諸比丘尼の中少欲なる者……非 

難せり、「何ぞ六群比丘尼は敎誡に行かざる」と…乃至.，：「諸比丘、實に六群比丘 

尼は敎誡に行かざるや」。「{貫なり、世尊」。佛世尊呵貴したまへり、「諸比丘、何ぞ 

315六群比丘尼は敎誡に行かざるや、諸比丘、これ未信者をして……誦すべし—— 

何仇の比丘尼と雖も敎誡或は共住事の爲に行かざれば波逸提なリ」と。 

二—一 「何れの」とは.意味さる、比丘尼なり。 

「敎誡」とは八重法なり。「共住事」とは同一羯磨、同一說戒、同一學戒なり。 

「我敎誡の爲或は共住事の爲に行かず」と貴務を放棄する所にて波逸提なり。 

二障難ある、伴友比丘尼を求めて得ず、病者、事故の時、擬狂者、最初の犯行者は不 

S逸提E八 五〇七 



分別(比丘尼分別} 五〇八 

犯な 

波逸提五九 

その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時比丘尼等は布薩を 

も問はず、敎誡をも乞はざりき。諸比丘譏嫌非難せ 何ぞ比丘尼等は布薩を 

も問はず、敎誠をも乞はざるや」と…乃至…「諸比丘、實に諸比丘尼は.乞はざ 

るや」。「{貰なり、世尊」。佛世尊呵責したまへり、「諸比丘、何ぞ比丘尼等は.乞 

はざるや、諸比丘、これ未信者を 誦すべ 

半RT每こ比E尼[±比丘僧に二法を乞ふべし、卽ち布薩を問ふこと及び敎誡 

に來ることなリ、こ机を超ゆ机ば波逸提なリ」と。 

「半月毎に」とは布薩每になり 

『布Pとは十四日及び十五日の二布薩なり。 

「敎誡」とは八重法なり。 

「K布薩をも問はず、敎誡をも乞はす」と責務を放棄する所に…〔波逸提五八、一ーーー、… 



r 
316 …最初の犯行者は不犯なり。 

波逸提六〇 

I その時佛世尊は舍衞城、祗樹給孤獨園に在しき。その時一比丘尼下部に生 

じたる痛を男子と互に獨りにて破らしめたり。その時かの男子はかの比丘尼 

を汚さんとせり。彼の尼叫喚せり。比丘尼等奔り來りてかの尼にかく言へり' 

「友、汝何が故に叫喚するや」と。その時かの比丘尼諸比丘尼にとの事を語れり 

諸比丘尼の中少欲なる者.非難せり、「何ぞ比丘尼は下部に生じたる癰を男 

子と互に一人にて破らしむるやJと…乃至…「諸比丘、實に比丘尼は……破らし 

むるや」。「{貰なり、世尊」と。佛世尊呵責したまへり、「諸比丘、何ぞ比丘尼は…： 

破らしむるや、諸比丘、これ未信者をして……誦すべし—— 

何机の比丘尼と雖も下部に生じたる癰或は瘡を僧伽或は衆の許を得ずし 

て男子と共に互にI人にて破らしめ或は切開せしめ、或は洗はしめ、或は塗 

らしめ、或はしばらしめ、或は解かしむ机ば波逸提な=>」と。 

波逸提六〇 五〇九 
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—一 「何れの」とは 意味さるゞ比丘尼な 

『下部」とは臍より下、膝より上なり 

「生じたる」とはそこに生じたるなり。 

「癰」とは如何なる癰をも云ふ。「瘡」とは何等かの傷なり。 

「許を得ずして」とは問はずしてなり。 

「僧伽」とは比丘尼僧伽を云ふ。「衆」とは衆多の比丘尼を言ふ。 

*ハに」とは一所になり。 

「互に一人にて」とは男子も一人、比丘尼も一人なり。 

破れと命ずれば突吉羅、破られたる時波逸提なり。切開せよと命ずれば突吉 

羅、切開されたる時波逸提なり。洗へと(塗れと、しばれと、解けと)命ずれば突吉羅、 

3洗はれ(塗られ、しばられ、解かれ)たる時波逸提なり。 

二許を得て破らしめ或は切開せしめ.解かしむ、何人か有智の伴ある、擬狂 

者、最初の犯行者は不犯な 

第六僧園品 



波ii提六一 

一 その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時諸比丘尼は姙婦を 

受具せしめたり。彼の尼乞食を行ぜり。諸人かく言へり、「尊姉に食を與へょ 

尊姉は重荷を運ぶ」と。諸人.非難せり、「何ぞ比丘尼等は姙婦を受具せしむ 

るや」と。諸比丘尼彼の諸人の.非雛するを聞けり、諸比丘尼の中少欲なる者 

:…非難せり、「何ぞ比丘尼等は姙婦を受具せしむるや」と…乃至…「諸比丘、實 

に.出家せしむるや」。「{貧なり、世尊』。佛世蕻呵責したまへり、「諸比丘、何ぞ 

.受具せしむるや、諸比丘、これ未信者を.誦すべし 

何机の比丘尼と雖も姙婦を受具せしむ机ば波逸提なリ」と。 

二—一 「何れの」とは……意味さる、比丘尼なり- 

『証婦」とは有情を有する女‘なり。 

「受具せしむ」と(a具足戒を受けしむるなり。『我受具せしめん」とて衆或は師或 

は鉢或は衣を求か或は戒場を選定すれば突.吉羅なり、白にょりて突吉羅、二羯.磨 

波逸提六一 五二 
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語にょりて突吉羅、羯磨語竟りて和尙は波逸提、衆及び師は突吉羅なり。 

二 姙婦に姙婦想にて受具せしむれば波逸提なり、姬婦に疑想にて受具せしむ 

れば突吉羅なり、姬婦に非姙婦想にて受具せしむれば不犯な 非姙婦に姙婦 

318想なるは突吉羅なり、非姙婦に疑想なるは突吉羅、非姙婦に非姙婦想なるは不犯 

三姙婦を非姙婦想rて受具せしむ、非姙婦を非姙婦想にて受具せしむ、癡狂者、 

最初の犯行者は不犯なり。 

波逸提六二 

I その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時比丘尼等は幼兒あ 

る女人を受具せしめたり、彼の尼乞食を行ぜり。諸人かく言へり、「尊姉に食を 

與へょ、^姉は仲間を有す」と。諸人……非難せり、「何ぞ…〔波逸提五一、I、『姓^を「幼兒 

ある女』とす〕…誦すべし— 

何れの比丘尼と雖も幼兒ある婦女を受具せしむ机ば液逸提なリ」と。 



二「何れの」とは.意味さる、比丘尼なり 

「幼兒ある婦女」とは或は母たり或は乳母たるものなり。 

「受具士】しむ」とは…〔波逸提五一、二、有幼兒女.有幼兒女想、非有幼兒女想とす:..最初の犯行者 

は不犯なり。 

波逸提六三 

I その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時諸比丘尼は二年六 

法に於て戒を學習せざる式叉摩那を受具せしめたり。彼の尼は愚擬無能にし 

てm行非浄行を知らざりき。諸比丘尼の中少欲*る者.非難せり「何ぞ諸 

i:k丘它は二年六法に於て學戒せざる式叉摩那を受具せしむるや」と…乃至…「諸 

尤丘、比&尼等は實に.受具せしむるや」。「實なり'世尊」。佛世尊呵責したま 

3へり、『何ぞ比丘尼等は.受具せしむるや、諸比丘、これ未信者をして信ぜし 

め…乃至…呵責し已りて說法したまひ諸比丘に日へり、「諸比丘、式叉摩那に 

二年ナヽ法學戒羯磨を與ふることを定む。諸比丘、是の如く與ふべし、かの式叉 

波逸提六三 五一三 
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m那は僧中に到り偏袓右肩し諸比丘尼の足を禮し糊跪合擊して是の如く言ふ 

べし—— 

• 尊姉、我某甲は某甲尊姉の式叉摩那にして僧に二年六法學戒羯磨を乞ふ 

二度乞ふべし…乃至…三度乞ふべし。聰明堪能の一比丘尼僧中に唱言すべし—— 

大姉僧聽きたまへ、この某甲は某甲尊姉の式叉摩那にして僧に二年六法學 

戒羯磨を乞ふ、若し僧に時機可なれば僧は某甲式叉摩那に二年六法學戒羯 
* 0 

磨を與へん、これ白なりv 

大姉^聽きたまへ'この某甲.乞ふ、ftは某甲に.與ふ、諸大姉中某甲式 

叉摩那に二年六法學戒羯磨を與ふるを忍ずる者は默然したまへ、忍ぜざる 

者は說きたまへ。 

僧は某甲式叉摩那に二年六法學戒羯磨を與へ竟んぬ、僧は忍じたまへり… 
♦ » » 4 • • • • • • • » 

，：…我了解す' と。 .;•••• . . 

かの式叉®那はかく言ふべしと吿げらるべし- 

. 我殺生を離る戒を二年不犯の誓を學持すべし 



320 
我不與取を離る、戒を……學持すべし 

我非梵行を……妄語を……飲酒を…… 

我非時食を離る、戒を二年犯せざる誓を學持すべし，と。 

かくて世尊はかの比丘尼を種々の方便もて呵責したまひて、卽ち身を持する 

こと悪しく…乃至…諸比丘、諸比丘尼は當に是の如くこの學處を誦すべしI 

何れの比丘尼と雖も二年六法に於て學戒せざる式叉摩那を受具せしむ机 

ば波逸提なリ」と。 

ニーー 「何れの」とは……意味さる、比丘尼なり。「二年」とは二歲なり。 

『學戒せず」とは學戒を與へられず或は學戒を與へられて犯せる者なり。 

「受具せしむ」とは…〔波逸提五一、ニーこ…師は突吉羅なり。 

二 如法羯磨にta法羯磨想にて受具せしむれば波逸提なり、to法羯磨に疑想に 

て……如法羯濟に非法羯磨想にて……波逸提なり、非法羯磨に如法羯磨想なる 

は突吉羅なり、非法羯磨に疑想なるは突吉羅なり、非法羯磨に非法羯磨想なるは 

突吉羅なり。 

波逸逯六三 SIS 
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二芊六法に於て學戒せる式叉摩那を受具せしむ、擬狂者、最初の犯行者は不 

犯な 

波逸提六四 

I その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時諸比丘尼は二年六 

法に於て學戒せる式叉摩那を僧伽の許を得ずして受具せしめたり。諸比丘尼 

かく言へり、「来れ、式叉摩那、これを知れ、これを與へょ、これを持ち来れこれを 

用す、この淸淨事を作せ」と。彼の女等かく言へり、「我等は式叉摩那に非ず、我等 

は比丘尼なり」と。諸比丘尼の中少欲なる者…….非難せり、「何ぞ比丘尼等は二 

年六法に於て學戒せる式叉摩那に僧伽の許を得ずして受具せしむるや」と…乃 

至…「諸比丘、實に比丘尼等は……受具せしむるや」。「實なり、世尊1-〇佛世尊呵責 

したまへり、「諸比丘、何ぞ比丘尼等は……受具せしむるや、諸比丘、これ未信 

者をして…乃至…呵責し已りて法話をなしたまひ諸比丘に日へり、「諸比丘、 

二年六法に於て學戒せる式叉摩那の爲に受具の許可(羯磨)を與ふることを定む 

1 



諸比丘、是の如く與ふべし。 

かの二年六法に於て學戒せる式叉摩那は僧伽に到りて…〔波逸提六三、一參照〕… 

1言ふ\'- 

尊姉、我某甲は某甲尊姉にょり二年六法に於て學戒せる式叉摩那迕り，僧 

に受具の許可を乞ふ。二度…〔六三'、，式义麼那』をZ:年六法に於て學戒せる式义搜那-と 

し、『二年六法學戒羯磨V，受具の許可iとす〕…我了解す、と。 

かくて世尊はかの比丘尼を種々の方便もて呵責し已りて……誦すべし- 

何机の比丘尼と雖も二年六法に於て學戒せる式叉摩那を僧伽の許を得ず 

して受具せしむ机ば波逸提なリ」と。 

二「何れの」とは.意味さる、比丘尼なり。 

『二年」とは.二歲なり。 

「學戒せる」とは六法に於て學戒せるなり。 

「許可を得ずして」とは白二羯磨によりての受具の許可を與へられざるなり。 

「受具せしむれば」とは…〔波逸提六三、15照〕…二年六法に於て學戒せる式叉摩那 

波逸提六四 



を僧の許可を得て受具せしむ、癡狂者'最初の犯行者は不犯なり。 

波逸提 六五 

| その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時比丘尼等十二歲に 

滿たざる曾嫁女を受具せしめたり。彼の尼は寒暑飢渴蚊虻風熱蟲蛇の觸るに 

耐へず、惡しく吐き惡しく出したる言路、又苦しく利く粗く辛くして甘からず、命 

を害ふべき肉身の苦痛に耐へ得ざりき。諸比丘尼の中少欲なる者……非難せ 

り、「何ぞ諸比丘尼十二歲に滿たざる曾嫁女を受具せしむるや」と…乃至…II比 

丘、實に比丘尼等は.受具せしむるや」。「實なり、世尊」◦佛世尊呵青したまへ 

322り、「諸比丘、何ぞ比丘尼等は……受具せしむるや、諸比丘、十二歲に滿たざる 

曾嫁女は寒暑……肉身の苦痛r耐へ得るものに非ず、されど諸比丘、十二歲の 

曾嫁女は寒暑……肉身の苦痛に耐へ得るなり、諸比丘、これ未信者をして…… 

誦すべし—— ' 

何机の比丘尼と雖も十二歲未滿の曾嫁女を受具せしむれば波逸提なリ」と 



11 j 「可れの」とは.意味さる、比丘尼^り 

「十二歲未滿の」とは十二歲に達、せざるなり。 

「1-嫁女」とは男子に接したる女を言ふ。 

「受具せしむ」とは…〔波逸提六一、こ—一參照〕…師は突吉羅なり。 

二十二歲未滿に十二歲未滿想にて受具せしむれば波逸提なり、十二歲未滿に 

疑想にて受具せしむれば突吉羅なり、十二歲未滿に滿想にて受具せしむれば不 

犯なり。滿十二歲に十二歲未滿想なるは突吉羅、滿十二歲に疑想なるは突吉羅、 

滿十二歲に滿十二歲想なるは不犯なり。 

三未滿十二歲に滿想にて受具せしむ、滿十二歲に滿想にて受具せしむ、癡狂者、 

最初の犯行者は不犯なり。 

波逸提 六六 

その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時諸比丘尼滿十二歲 

の曾嫁女にて二年六法に於て學戒せざる者を受具せしめたり。彼の尼愚癡無 

波逸提六六 五一九 



能にして淨不淨を知らざりき。諸比丘尼の中少欲なる者……非難せり，「何ぞ 
ン 

比丘尼等滿十二歲の曾嫁女にして二年六法に於て學戒せざるものを受具せし 

むるや」と…乃至…「諸比丘、實に…」…佛世尊呵責したまへり、「諸比丘、何ぞ… 

…受具せしむるや、諸比丘、これ未信者をして…乃至…呵責し已りて說法した 

323まひ諸比丘に日へり、「諸比丘、滿十二歲の曾鳆女には二年六法學戒羯磨を與 

ふることを定む、諸比丘、.是の如く與ふべし。かの滿十二歲の曾嫁女は僧中に 

到•りて…S逸提六三、I參照〕…言ふべし•『尊姉、我某甲は某甲尊姉の滿十二歲の 

曾嫁女にして僧伽に…菠逸提六三'こ式叉摩那\滿十二歲の曾嫁女iとす:•我了解す」と。 

かの滿十二歲の曾嫁女はかく言ふべしと吿げらるべし…〔波逸提六三、一參照〕…誦 

すべし—— 

何机の比丘尼と雖も满十二歳の曾嫁女にして二年六法に於て學戒せざる 

者を受具せしむ机ば波ii提なリ」と。 

二「何れの」とは.意味さる、比丘尼なり。 

「滿十二歲」とは十二歲に達せるものなり。 



『曾嫁女」とは男子に接せる者を言ふ 

•「二年」と!…〔波逸提六三、一一參照〕…滿十二歲の曾嫁女にして二年六法に於て學戒 
• • 。 .\ 

せる者を受具せしむ、癡狂者、最初の犯行者は不犯なり 

波逸提 六七 

I その時佛世尊は舍衞城，祇樹給孤獨園に在しき。その時比丘尼等•は滿十•二 

歲の曾嫁女にして二年六法に於て學戒せる者を僧の許を得ずして受具せしめ 

たり。諸比丘尼かく言へり、「來れ、式叉摩那…〔波逸提六四、I參照〕…「何ぞ、比丘尼等 

は滿十二歲の曾嫁女にして二年六法に於て學戒せる者を僧の許を得ずして受 

.せしむるや」と.諸比丘に日へり、『諸比丘、滿十二歲の曾嫁女にして二年 

六法に於て學戒せる者に受具の許可m磨)を與ふることを定む。諸比丘、是の 

324如く與ふべし、かの滿十二歲の曾嫁女にして二年六法に於て學戒せる者は僧中 

に到りて…〔波逸提六三、一缪照〕…言ふべし、『尊姉、我某甲は某甲尊姉の滿十二歲 

の曾嫁女てして二年六法に於て學戒せる者なり、我僧に受具の許可を乞ふ』と 

〇 



二度…〔波逸提六三'『式叉®那.^滿十二歲の曾嫁女にして二年六法に於て學戒せる者』とす、—?一年六 

法學戒羯磨V『受具の許可iとす〕…我了解す』と」。 

かくて世尊はかの比丘尼を種々の方便もて呵責し已りて.誦すべし— 

何仇の比丘尼と雖も満十二歲の廿嫁女にして二年六法に於て學戒せS者 

に衍の許可を得ずして受具せしむ机ば波逸提なリ」と。 

「何れの」とは *味さるゞ比丘尼なり 

「滿十二歲」とは十二歲に達せるなり。 ‘ 

「曾嫁女」とは男子に接せる者'なり。 

「二年」とは二歲なり。 

「學慼とは六法に於て學戒するなり。 

「許可を得ず」とは白二羯磨にょり受具の許可を與へられざるなり。 

「受具せしむ」とは…〔波逸提六三、一I參照〕…滿十二歲の曾嫁女にして二年六法に於 

て學戒亡る者を僧の許可を得て受具せしむ、擬狂者、最初の犯行者は不犯なり。 



波逸提六八 

一その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時偷蘭難陀比丘尼は 

弟子を受具せしめて二年敎護せず又敎護せしめざりき。彼の尼等愚癡無能に 

して淨法或は不淨法を知らざりき。諸比丘尼の中少欲なる者……非難せり、「何 

325ぞ尊姉偷蘭難陀は弟子を受具せしめて二年敎護せず又敎護せしめざるや」と… 

乃至…「諸比丘、實に偷蘭難陀比丘尼は……敎護せしめざるや」。tfなり、世？0 

佛世尊呵責したまへり、「諸比丘、何ぞ偷蘭難陀比丘尼は……敎護せしめざる 

や、諸比丘、これ未信者をして……誦すべし—— 

何机の比丘尼と雖も弟子を受具せしめて二年敎證せず又敎證せしめざ机 

ば波逸提なリ」と。 ♦ 

二—一 「何れの」とは……意味さる、比丘尼なり。 

「弟子」とは共住弟子を言ふ。 

「受具せしむ」とは具足戒を受けしむるなり。 

「二年」とは二歲なり。 

.波逸提六八 五二三 
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「敎護せず」とは誦經、問義、訓誡、敎義をもつて自ら敎護せざるなり。『敎護せしめ 

ず」とは他に命ぜざるなり。 

『我二年敎護せず又敎護せしめず」と責務を放棄する所にて波逸提なり。 

二障難ある、求めて得ざる、病者、事故の時、癡狂者、最初の犯行者は不犯なり。 
J. • 

波逸提六九 
その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時諸比丘尼は受具の 

後師に二年隨學せざりき。彼等は愚癡不能にして淨事或は不淨事を知らざり 

き。諸比丘尼の中少欲なる者.非難せり、「何ぞ比丘尼等受具の後師に二年 

隨學せざるや」と…乃至…「諸比丘、實に比丘尼等は，…：隨學せざるや」。「實なり 

世尊」。佛世尊呵責したまへり、「諸比丘、何ぞ比丘尼等は……隨學せざるや、諸 

比丘、これ未信者をして.誦すべし- 

可机の比丘尼と雖も受具して師に二年隨學せざ机ば波逸提なリ」と。 

二丨一 「可れの」とは.意味さる、比丘尼なり。 

VA 



「受具して」とは具足戒を受けて後^り。 

「師」とは和尙を言ふ。 

「二年」とは二歲なり。 

「隨學せざれば」とは自ら隨侍せざるなり。「二年隨學せず」と責務を放棄する所 

にて波逸提なり。 

二和尙愚癡或は無慚なる、病者、事故の時、癡狂者、最初の犯行者は不犯なり。 

波逸提七〇 

I その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時偷蘭難陀比丘尼は 

弟子を受具せしめて〔一定の地まで〕遠ざけず遠ざけしめざりき。爲に主夫捉へ 

たり。諸比丘尼の中少欲なる者……非難せり、「何ぞ友偷蘭難陀は弟子を受具 

せしめて遠ざけ遠ざけしめざるや、gに〕主夫捉ふ、若しこの比丘尼去り居れば 

主夫捉へざるべし」と…乃至…、「諸比丘、實に偷蘭難陀比丘尼は弟子を受具せし 

めて遠ざけず遠ざけしめず、f爲に〕主•夫捉ふるや」。「實なり、世尊」。佛i:尊呵貴し 

波逸提七〇 



たまへり、「諸比丘、何ぞ……遠ざけず遠ざけしめざるや、【爲に一主夫捉ふ、諸比 

丘、これ未信者をして……誦すべし— 

何仇の比丘尼と雖も弟子を受具せしめてたとへ六五由旬にても遠ざけず 

遠ざけしめざ机ば波逸提なリ」と。 

二—一 「何れの」とは.意味さる、比丘尼なり。 

第子」とは共住弟子なり。 . 

「受具せしむ」とは具足戒を受けしむるなり。 

327「遠ざけず」とは自ら遠ざけざるなり。「遠ざけしめず」とは他に命ぜざるなり。 

「我遠ざけず、遠ざけしめず」と責務を放棄する所にて彼逸提なり。 

二障難ある、伴友比丘尼を求めて得ず、病者、事故の時、擬狂者、最初の犯行者は不 

犯なり0 ; 

第七姙婦品 

波逸提七I 



I その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時諸比丘尼は二十歲 

未滿の童女を受具せしめたり、彼女寒暑…〔波逸提六五、，十二歲未滿の曾嫁女‘をr:十歲未滿 

の童女1とし、『十二歲“5:1:十歲< とす〕.•誦すべ^^ 

何仇の比丘尼と雖も二十歳宏滿のfi女を受具せしむrfLば波逸提なリ」と 

二「何れの」とは.意味さる、比丘尼なり。 - 

「二十歲未滿jとは二十歲に達せざるなり。 

「童女」とは沙彌尼を言ふ。 

「受具せしむ」とは…〔波逸提六五、一一、『二十歲未滿'滿二十歲』とすべし〕…最初の犯行者は不 

犯なり。 

波逸提七二 

| その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時諸比丘尼は滿二十 

歲の童女にして二年六法に於て學戒せざる者を受具せしめたり。彼の尼愚癡 

328…〔&逸提六六、て滿十二歲の曾嫁女‘を『滿二十歲の童女』とす〕…諸比丘に日へり、「諸比丘、十 

波逸提七二 五二七 

〇 



八歲の童女に二年六法學戒羯磨を與ふることを定む、諸比丘、是の如く與ふべ 

し。彼の十八歲の童女は僧中に到りて；〔波逸提六六、「滿十二歲の曾嫁女』を+八歲の童* 

とす:.誦すべし- 

何机の比丘尼と雖も滿二十歳のfi女にして二年六法に於て學戒せざる者 

を受具せしむ机ば波逸提なリ」と。 

二『何れの」とは……意味さる、比丘尼なり。 

「滿二十彦とは二十歲に達せるなり。 

「童女」とは沙彌尼を言ふ。 

「二年」とは…〔波逸提六三、二參照〕…滿二十歳の童女にして二年六法に於て學戒せ 

る者を受具せしむ、癡狂者、最初の犯行者は不犯なり。 

波逸提七三 

一 その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時諸比丘尼は滿二十 

歲の童女にして二年六法に於て學戒せる者を僧伽の許可を得ずして受具せし 

% 



めたり。諸比丘尼かく言•へり、「來れ'式又摩那、これを知れ、これを與へよこれを 

持ち來れ、これを用す、この淨事をなせ」と。彼等かく言へり、「尊姉、我等は式叉 

摩那に非ず、我等は比丘尼なり」と。諸比丘尼の中少欲なる者…：•非難せり、『何 

そ比丘尼等…〔波逸提六七、一、r«十二歲の曾嫁女，を，滿二十歲の宽女，とす:•誦すべし—— 

何机の比丘尼と雖も/B二十gの35女にして二年六法に於て學戒せるもの 

を僧伽の許可を得ずして受具せしむれば波逸提なyjと。 

3291 | 「㈣れの」とは.意味さる、比丘尼なり。 

「滿二十歳」とは二十歳に達せるなり。 

「童女」とは沙彌尼を言ふ。 .. • 

『二年」とは二歲なり。 

「學戒」とは六法に於て學戒するなり。 

「許可を得ずして」とは白二羯磨により受具の許可を與へられざるなり。 

「受具せしむ」とは…〔波逸提六三、一一參照〕…滿二十歲の童女にして二年六法に於て 

學戒せる者を僧伽の許可を得て受具せしむ、痠狂者、最初の犯行者は不犯なり。 



波逸提七四 

一 その時佛世薇は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時比丘尼等十二夏未 

滿にしてXを〕受具せしめたり。彼愚擬無能にして淨事不浮事を知らず、弟子も 

愚癡無能にして淨事不淨事を知らざりき。諸比丘尼の中少欲なる者.非難 

せり、「何ぞ比丘尼等は十二2未滿にして人を受具せしむるや」と…乃至…「諸比， 

丘、實に.受具せしむるや」。「實なり、世@;」。佛世鎮呵責したまへり、「何ぞ一 

•受具せしむるや、諸比丘、これ未信者をして.誦十べし 

何仉の比丘尼と雖も【受具後〕十二夏未满にしM人を〕受具せしむ?JIば波逸提 

なリ」と。 

111 「何れの」とは.意味さる、比丘尼なり。 

「十二夏未滿」とは【受具後〕十二年に達せざるなり。 

r受具せしむ」とは…〔波逸提六一、二丨二…師は突吉羅なり。 

一 漭十二夏にして受具せしむ、癡狂者、最初の犯行者は不犯なり。 



波逸提七五 
« . 

そ-の時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時比丘尼等滿十二夏 

にして僧伽の許可を得ずして人を受具せしめたり。彼愚癡…〔波逸提七四、一、『十二 

歲未满V，滿十二芨にして泔伽の許可を#ずして』とす〕…諸比丘、これ未信者をして信ぜし 

め…•乃至…呵責し已りて說法したまひ諸比丘に日へり、「諸比丘、滿十二夏の 

比丘.尼に授具の許可を與ふることを定む、諸比丘、是の如く與ふべし。かの滿 

十二夏の比丘尼は僧中に到り偏袓右肩し長老比丘尼の足を拜し猢跪合掌して 

かくの如く云ふべし 

尊姉等、我某甲は滿十二夏の比丘尼にして僧伽に授具の許可を乞ふ」と。 

二度乞はるべし…乃至…三度乞はるべし。かの比丘尼は僧伽にょり聰明に 

して慚愧心あることを確認せらるべし、若し愚癡にして又無慚愧なれば與ふべ 

からず、若し愚癡にして慚愧心あれば與ふベからず、若し聰明にして無慚愧なれ 

ば與ふべからず、若し聰明にして又慚愧心あれば與ふべし。諸比丘、是の如く 
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與ふべし、聰明堪能なる一比丘尼僧中に唱言すべし- 

大姉僧聽きたまへ’この某甲は滿十二夏の比丘尼にして僧伽に授具の許可 

を乞ふ、若し僧時機可なれば…〔波逸提六三、I等參S…我了解す」と。 

時に世尊はかの比丘尼を種々の方便もて呵責し已りて、卽ち身を持する.こと 

惡しく…乃至…諸比丘、比丘尼等は當に是の如くこの學處を誦すべし- 

何JJIの比丘尼と雖も満十二夏にして1&伽の許可を得ずして人左受具せし 

む机ば波逸提なリ」と。 

二「何れの」とは……意味さる、比丘尼なり。 

「滿十二?とは十二夏に達するなり。 

「許可を得ずして」とは白二羯磨により授具の許可を與へられざるなり。 

「受具せしむ」とは…〔波逸提六三、11〕…滿十二夏にして僧伽の許可を得て受具せし 

む、癡狂者、最初の犯行者は不犯なり。 

波逸提七六 



I その時侮世tは舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時チャンダカIリー 

比丘尼は比丘尼僧伽の許に到りて授具の許可を乞へり。その時比丘尼&伽(1 

チャンダカーリ—比丘尼を認定して「友、實に師の〖旣に寖具せしも.のにて充分 

なり」とて授具の許可を與へざりき。チャンダカーリー比丘尼は「よろし」とて諾 

へり。その時比丘尼僧伽は他の比丘尼等に授具の許可を與へたり。チャンダ 

カーリー比丘尼は譏嫌非難せり、「我は實に愚癡なるにや、我は實に無惭愧なる 

にや、僧伽は他の比丘尼等には授具の許可を與へて我には與へず」と。諸比丘尼 

の中少欲なる者.非難せり、「何ぞ友チャンダカーリ—は『尊师實に師の® 

に}授具せしものにて充分なり』と言はれて『よろし』と諾ひて後に嫌瞬するや」と… 

乃至…「諸比丘、實にチャンダカーリー比丘尼は『尊姉、實に.する？。聲な 

り、世尊」。佛世尊呵責したまへり、「諸比丘、何ぞチャンダカIリーit丘尼«r@ 

姉、實に……するや、諸比丘、これ未信者をして.誦すべし—— 

何仉の比丘尼と雖兔友、{貫に師によyて〖旣に接具さ机しものにて充分な 

yjとmはる、時『よろし』と諾ひて後に嬝saすれば波逸提なリ」と。 

波逸提七六 五三三 



「何れの」とは.意味さる、比丘尼なり 

「友、實に師によりて授具されしものにて充分なり」とは『友、實に師によ 
• •奢 

具足戒を受けしものにて充分なりの意なり。 

「よろし」と諾ひて後に嫌瞋すれば波逸提なり。 

二事實愛瞋癡怖者のなすを嫌瞋す、癡狂者、最初の犯行者は不犯なり。 

波逸提七七 

I その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時一式叉摩那偷蘭難 

陀比丘尼の許に到りて受具を乞へり。偷蘭難陀比丘尼はかの式叉摩那に「友、 

汝若し我に衣を與ふれば我汝を受具せしめん」と言ひて受具せしめず又受具の 

爲の努をなさゞりき。かくてかの式叉摩那は諸比丘尼にこの事を語れり。諸 

比丘尼の中少欲なる者……非難せり、『何ぞ友偷蘭難陀は式叉摩那に『友汝若し 

…J•:受具せしめず、又受具の爲の努をなさゞるや」と…乃至…「諸比丘、實に偷^ 

難陀比丘尼は.なさゞるや」。「實なり、世尊」。儉世尊呵責したまへり、「諸比乓 

VA 



何ぞ偷蘭ii陀比丘尼は……なさゞるや、諸比丘、これ未信者をして……誦すべ 

し—— 

何れの比丘尼と雖も式叉磨那に『友、汝若し我に衣を與ふ仇ば我汝を受具 

せしめん』と言ひて、彼の尼後に©niなきに受具せしめず又受具の®の努を 

.なさざ机ば波逸提なリ」と。 

二「何れの」とは.意味さる、比丘尼なり。 

「式叉摩那」とは二年六法に於て學戒せるものなり。 

「友、汝若し.受具せしめん」とはかくせば我汝に具足戒を受けしめんとの 

意なり。 

「彼の尼後障難なきに」とは障難あらざるになり。 

「受具せしめず」とは自ら受具せしめざるなり。 

「受具の努をなさず」とは他に命ぜざるなり。「我受具せしめず、受具の爲の努を 

なさず」とて貴務を放棄する所にて波逸提なり。 

二 障雖ある、求めて得ざる、病者、事故の時、擬狂者、最初の犯行者は不犯なり。 



波逸提七八 

I その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時一式叉摩那偷蘭難 

陀比丘尼の許に到りて受具を乞へり。偷蘭難陀比丘尼はかの式叉摩那にかく 

言へり、+友、汝若し我に二年隨學すれば我汝を受具せしめん」と言ひて…〔波逸 

提七七、一〕…誦すべし——. 

何仇の比丘尼と雖も式叉磨那に『友、汝若し我に二年隨學す仉ば我汝を受 

具せしむべし』と|¥ひて彼の尼後©難あらざるに受具せしめず、又受具のS 

の努をなさざ机ば波逸提なリ」と。 

二「何れの」とは.意味さる、比丘尼なり。 

「式叉縻那」とは二年六法に於て學戒せるものなり。 

「友、汝若し我に二年隨學すれば」とは二歲隨侍すればなり。「しかせば我汝を 

受具せしめん」とは「しかせば我汝に具足戒を受けしめん」との意なり。彼の尼後 

…〔波逸提七七、17:最初の犯行者は不犯なり。 ， 



波逸提七九 
I その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時偷蘭難陀比丘尼W 

男子と交はり童子と交はりて瞋恚を起し憂愁に沈めるチャンダカーリー式叉 

摩那を受具せしめたり。諸比丘尼の中少欲なる者…….非難せり、「何ぞ友偷蘭 

»陀は男子と交はり.受具せしむるや」と…乃至…「諸比丘、實に偷蘭難陀比 

£尼は男子と交はり.受具せしむるや」。.「{貫なり、世尊J。佛世尊呵責したまへ 

り、sit丘、何ぞ偷蘭難陀比丘尼は男子と交はり.受具せしむるや、諸比丘 

334これ未信者をして.誦すべし- 

可?ftの比丘3匕と雖も男子と交はリfi子と交はリてsa恚を起し憂愁に沈め 

る式叉縻那を受具せしむ机ば波逸提なリ」と。 

二丨一「何れの」とは.意味さる、比丘尼なり。 

「男子」とは二十歲に達せるものなり。「童子」とは二十歲に達せざるものな 

「交はる」とは非隨順の身語をもつて交はる*り。 

五三七 

〇 



「瞋恚を起し」とは怒れるを言ふ。「憂愁に沈める」とはt男子の〕相手に對する苦を 

生じ愁に沈むなり0 

『式叉摩那」とは二年六法に於て學戒する者なり。 

「受具せしむ」とは…〔波逸提六一、二.:師は突吉羅なり。 

二 知らずして受具せしめし者、擬狂者、最初の犯行者は不犯なり。 

波逸提 八〇 

I その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時偷蘭難陀比丘尼は 

父母及び夫主に聽さ•れざる式叉摩那を受具せしめたり。父母及び夫主譏嫌非 

難せり、「何ぞ友偷蘭難陀ば我等の聽さざる式叉摩那を受具せしむるや」と。諸 

比丘尼父母及び夫主の.非難するを聞けり。諸比丘尼の中少欲なる者. 

非難せり、「何ぞ友偷蘭雜陀は父母及び夫主に聽されざる式叉摩那を受具せしむ 

るや」と…乃至…「諸比丘、實に偷蘭難陀比丘尼は父母.受具せしむるや」。「實 

なり、世尊」。佛世尊呵責したまへり、「諸比丘、何ぞ偷蘭難陀比丘尼は父母…… 



受具せしむるやsi比丘、これ未信者をして……誦ナべし—— 

何仇の比丘尼と雖も父母或は夫主によyて®さ仇ざる式又摩那を受具せ 

しむ仇ば波逸提なリ」と。 

二—一 「何れの」とは意味さる、比丘尼なり。 

「父母」とは產める者を言ふ。 

「夫主」とは所有する所の者なり。 

「聽さざる」とは許を得ざるなり。 

「式叉摩那」とは二年六法に於て學戒せる者なり。 

「受具せしむ」とは…S逸提六一、二.:f立會へるH闍梨は突吉羅なり。 

二 知らずして受具せしむ、許を得て受具せしむ、癡狂者、最初の犯行者は不犯な 

り0 

波逸提八I 
一 その時佛世综は王舍城、迦蘭陀竹林2一に在Lき。その時偷蘭雖陀比丘尼は 

波逸提八一 五三九 



經分別(比£尼分別〕 . 五四C 

式叉摩那を受具せしめんとて長老比丘尼を集合せしめて多くの嚼食瞰食を見 

て、「尊師等、我尙式叉摩那を受具せしめず」とて長老諸比丘尼を去らしめ、デー 

ヴダツタ、コ—カーリカ、カタモ—ラカティツサカ、カンダデ—ギヤ—フツタ、サム 

ッダダッタを集合せしめて式叉摩那を受具せしめたり。諸比丘尼の中少欲な 

る者……非難せり、「何ぞ友偷蘭難陀は別住者の與欲によりて式叉摩那を受具 

4jしむるや」と…乃至…if比丘、實に偷蘭難陀比丘尼は別住者の與欲によりて 

式叉摩那を受具せしむるや」。「實なり、世尊」。佛世尊呵責したまへり、「諸比丘 

可ぞ箭蘭難陀比丘尼は.受具せしむるや、諸比丘、これ未信者を.誦すべ 

し— 

何仇の比丘尼と雖も別住者の與欲によyて式叉磨那を受具せしむれば波 

逸提なリ」と。 

二1一「何れの」とは.意味さる、比丘尼なり。 

336「別住者の與欲によりて」とは受具者の別住衆のためになり。 

「式叉摩那」とは…〔波逸提八〇、二-一〕…阿闇梨は突吉羅なり。 

540 



二未受具者の別衆の爲に受具せしむ、癡狂者、最初の犯行者は不犯なり。 

波造提八二 

一 その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時比丘尼等年々に人 

を受具せしめ住房足らざりき。諸人……非IIせり、「何ぞ比丘尼等年々に受具 

せしむるや、住1爲に〕足らず」と。諸比丘尼かの諸人の……非難するを聞けり。 

諸比丘尼の中少欲なる者.非難せり、「何ぞ比丘尼等年々に受具せしむるや」 

と…乃至…i比丘、實に比丘尼等は年々に受具せしむるや」。「實なり、世尊」。佛 

世尊呵責したまへり、「諸比丘、何ぞ.受具せしむるや、諸比丘、これ未信者 

をしT…：誦すべし- 

何机の比丘尼と雖も年々に人を受具せしむ机ば波逸提なリ」と。 

二—一 「何れの」とは.意味さる、比丘尼なり。 

「年々に」とは歲每.になり。 

「受具せしむ」とは……阿闇梨は突吉羅なり。 



年をおきて受具せしむ、癡狂者、最初の犯行者は不犯な 

波逸提八三 

そ©時茆世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時比丘尼等一年に二 

人を受具せしめたり て注房足らざりき。諸人同じく譏嫌非難せり、「何 

337ぞ比丘尼等一年に二人を受具せしむるや、爲に住房足らず」と。諸比丘尼かの諸 
# 

人の譏嫌非難するを聞けり。諸比丘尼の中少欲*る者……非難せり…S逸提 

八二、I參照〕…誦すべし- 

何仇の比丘尼と雖もI年に二人を受具せしむ机ば波逸提なy」と。 

ニーー 「{PIれの」とは……意味さる、比丘尼なり。 

「一年」とは一歲なり。 

JT一人を受具せしむ」とは二人に具足戒を受けしむるなり。 

んJとて衆僧或は…〔波逸提六一、二〕…阿闍梨は突吉羅なり。 

二 一年をおきて受具せしむ、癡狂者、最初の犯行者は不犯な 

一人を受具せしめ 



第八童女品 

波逸提八四 

I丨一 その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時六群比丘尼は 

敷と&とを持著せり。諸人.非難せり、「何ぞ比丘尼等蓋と展とを持著する 

や、宛も.在家受欲者の如し」と。諸比丘尼かの諸人の……非雖するを聞けり。諸 

比*丘尼の中少欲なる者.非難せり、「何ぞ六群比丘尼は蓋と屣とを持著する 

や」と…乃至…II比丘、實に……持著するや」。「實なり、世尊」。佛世尊呵責したま 

へり、「諸比丘、何ぞ……持著するや、諸比丘、これ未信者をして……誦すべし—— 

何れの比丘尼と雖も蓋と屣とを持著すれば波逸提なり」と。 

世尊にょりて諸比丘尼の爲に是の如くこの學處は制せられたり。 
338二 その時一比丘尼病めり。彼の尼蓋と屣なくしては安樂ならざりき。世尊 

に……白せり、「諸比丘、病比丘には蓋と屣とを聽す、諸比丘、比丘尼等は當に 

是の如くこの學處を誦すべし—— 



何机の比丘尼と雖も無病にして蓋と屣とを持著すrfLば波逸提なリ」と。 

二丨一「何れの」とは.意味さる、比丘尼なり。 

r無病にして」とは彼に蓋と屣無くして安樂なるなり。「有病」とは彼に蓋と屣な 

くしては安樂ならざるなり。 

「蓋」とは三種の蓋あり、ipち白布蓋、藺蓋、葉蓋なり、£れ等に〕マ ンダラバ 

及びサラーカ ダ作あり 

「寺著する」とは一度にても持著すれば波逸提なり。 

二 無4丙に無病想にて蓋と屣とを持著すれば波逸提なり、無病に疑想にて. 

無〗丙に〗丙想にて.波逸提なり。蓋を持し屣を著せざれば突吉羅なり、屣を著 

し蓋を持せざれば突吉羅なり。病に無病想なるは突吉羅、病に疑想なるは突吉 

羅、病に病想なるは不犯なり。 

三病者なる、僧園及び僧園の境界にて持著す、事故の時、擬狂者、最初の犯行者は 

不犯なり。 
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波ii提八五 

II一 その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時六群比丘尼は 

乗物に乗りて行けり。諸人……非難せり、『何ぞ比丘尼等は乘物にて行くや'宛 

も在家受欲者の如し」と。諸比丘尼かの諸人の……非難するを聞けり。諸比丘 

尼の中少欲なる者……非難せり、「何ぞ六群比丘尼は乘物にて行くや」と…乃至 

…「諸比丘、實に六群比丘尼は.乘るや」。「實なり、世尊」。佛世尊呵貴したまへ 

り、「諸比丘、何ぞ六群比丘尼は.乘るや、諸比&、これ未信者をして.誦 

すべし 

何れの比丘尼と雖も乘物にて行けば波逸提なり」と。 

ife尊にょりて諸比丘尼の爲にこの學處は是の如く制せられたり。 

二その寺一比丘尼病にして歩行すること能はざりき、世尊に.白、せ 

比丘、病者には乘物を聽す、諸比丘、是の如く.誦すべし 

何れの比丘尼と雖も無病にして乘物にて行けば波逸提なリ」と。 

二—一 「何れの」とは.意味さる、比丘尼なり。 

波逸提八五 五四五 



r無病」とは步行すること能ふたり。「有病」とは步行すること能はざるなり。 

「乘物」とはヴネハ車、ラタ車、サヵタ^サンダマ—一一 力—車、嬌、椅子轎なり。 

「行く」とは一度にても行けば波逸提なり。 

二 無病に無病想にて乘物にて行けば波逸提なり、無病に疑想にて……無病に 

病想にて……波逸提なり。病に無病想なるは突吉羅なり、病に疑想なるは突吉 

羅なり、病に病想なるは不犯なり。 

三病者、裏故の時、癡狂者、最初の犯行者は不犯なり。 

波逸提八六 

| その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時一比丘尼は一女人 

の棟越尼なりき。時にかの女人かの比丘尼にかく言へり、「いざ、尊姉、この跨 

衣を某女人に與へられょ」と。その時かの比丘尼は「若し我鉢にて持し行けば苦 

難あるべし」とてfこれをj著て行けり。彼の尼道中にて糸切れて撒き散せり。諸 

人……非難せり、^ぞ比丘尼等は跨衣を著するや、?5も在家受欲者の如し」と。 



I 一1 

諳比丘尼かの諸人の……非難するを聞けり。諸比丘尼の中少欲なる者•：：.非 

340難せり、「何ぞ比丘尼等は路衣を著するや」と…乃至…「諸比丘實に比丘尼等は 

跨衣を著するや」。fなり、世尊」。佛世尊呵責したまへり、「諸比丘 何ぞ……著 

するや、諸比丘、これ未信者をして.誦すべし- 

何仇のtt丘尼と雖も跨衣を著す仇ば波逸提なリJと 
〇 

何れの」とは.意味さる、比丘尼な 

「跨衣」とはM等かの腰につけるものなり 

「著す」とは一度にても著すれば波逸提なり 

病の爲、帶を著する、.擬狂者'最初の犯行者は不犯な 

波逸提八七 

I その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時六群比丘尼は婦女 

の裝身具を箸せり。諸人……非難せり、「何ぞ比丘尼等婦女の裝身具を著する 

や、宛も在家受欲者の如し」と。諸比丘尼かの諸人の……非難するを聞けり。諸 
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比丘尼の中少欲なる者……非難せり、「何ぞ六群比丘尼は婦女の裝身具を著す 

るや」と…乃至…「諸比丘、實に.著するや」。「實なり、世尊/佛世寧呵責したま 

へり、「諸比丘、何ぞ.著するや、諸比丘、これ未信者をして.誦すべし| 

何仇の比丘尼と雖も婦女の装身具をI1す机ば波逸提なy」と。 

ニーー 「何れの」とは.意味さる、比丘尼なり。 - 

「婦女の裝身M0とは頭につけるもの^につけるもの、手につけるもの、足につけ 

るもの、腰につけるものなり。 

「著す」とは一度にても著せば波逸提なり。 

二病の爲、癡狂者、最初の犯行者S不犯なり。 . 

波逸提八八 

| ，その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時六群比丘尼は香、脂 

粉を塗れり。諸人…〔波逸提八七、|參照こ香、脂粉を塗れぅ』とすべし〕…誦すべし- 

何机の比丘尼と雖も香、脂粉を塗仇ば波逸提なリ」と。 



ニーー 『何れの」とは.意味さる、比丘尼なり。 

「香」とは何等か香氣あるものなり.。「脂粉」とは何等か色ょくするものなり。 

「塗れば」とは塗ることは突吉羅なり、塗り.已りて波逸提なり。 

二病の爲、癡狂者、最初の犯行者は不犯なり〇 

波逸提八九 

I その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時六群比丘尼は香料 

胡麻滓をもつて身に塗れり、諸人…〔波逸提八七、一參照、『香料、胡庥滓』とすべし〕…誦すべし一 

何れの比丘尼と雖も香料、胡麻滓をもつて身に塗仇ば波逸提なリ」と。 

ニーー 『何れの」とは.意味^る、比丘尼なり。 

「香料」とは何等かの香氣あるもめなり。『胡麻痒」とは磨り碎ける胡麻を言ふ 

「身に塗れば」とは塗るなり、塗る比突吉羅、塗り已りて波逸提なり。 

二 病の爲、磨り碎かざる胡麻を塗る、擬狂者、最初の犯行者は不犯なり。 

八九 五四九 



分別(比丘尼分別) 五五〇 

! 波逸提九〇 

| その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時比丘尼等比丘尼を 

して身を揉ましめ又摩でしめたり。諸人精舍巡拜に來りて〔これを莧て譏嫌非 

難せり、「何ぞ比丘尼等比丘尼をして身を揉ましめ又摩せしむるや、宛も在家受 

欲者の如し」と。諸比丘尼かの諸人の……非難するを聞けり。諸比丘尼の中少 

欲なる者……非難せり.、『何ぞ比丘尼等.…：摩せし•むるや」と…乃至…「諸比丘、 

實に比丘尼等は.摩せしむるや」。「實なり、世尊/佛世尊呵責したまへり、「諸 

比丘、•何ぞ比丘尼等は……摩せしむるや、諸比丘、これ未信者をして 誦す 

何れの比E尼と雖も比E尼をして〖身を〕#ましめ或は摩せしむ仇ば波逸提 

なリ」と。 

I丨一 「何れの」とは 意味さる、比丘尼な 

「比丘尼をして」とは他比丘尼をしてなり 

「揉ましめ」とはもましむれば波逸提なり 



■摩せしむれば」とはなでしむれば波逸提なり。 

病者、事故の時、癡狂者、最初の犯行者はj不犯な 

波逸提九I、九二、九三 

その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時比丘尼等式叉^B 

をして身を揉ましめ又Sせしめたり…乃至…沙彌尼を 乃至…白衣女を 

して…乃至…諸人精舍巡拜をなしこれを見て譏嫌非難せり、『何ぞ比丘尼等白 

343衣女をして身を揉ましめ又摩せしむるや、宛も在家受欲者の如し」と。諸比丘尼 

•••〔波逸提九0|參照ゞ：誦すべし—— 

何aの比丘尼と雖も式叉摩那(沙彌尼、白衣女}!yして身を接Sしめ^摩せし 

む仇ば波逸提なリ」と。 

二I一 「何れの」とは.意味さる、比丘尼なり 

『式叉摩那」とは二年六法に於て學戒せるものな 

せるものなり。「白衣女」とは在家女を言ふ。 

「沙彌尼」とは十學處を受持 

波逸提九一—九三 五五 



•經分別c比丘尼分別〕 五五 

「揉ましめ」とは揉ましむれば波逸提なり。『摩せしむれば」とはなでしむれば波 

逸提なり。 

二病の爲、事故の時、癡狂者、最初の犯行者は不犯なり。 

• , 

波逸提'九四 

I その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時比丘尼等は比丘の 

前に問はずして座牀に坐せり。諸比丘.非難せり、「何ぞ比丘尼等比丘の前 

に問‘はずして座牀に坐すや」と…乃至…if比丘、實に……坐すや」。*なり、iit寧。 

佛世尊呵責したまへり、藷比丘、何ぞ…：，•坐すや、諸比丘、，これ未信者をして 

…：•.誦すべしI . 

何机の比丘尼と雖も比丘の前に問はずして座防に呑けば波逸提なリ」と。 

二I一 「何れの」とは-r:意味さる、比丘尼なり。 

『比丘.の前に」とは受具者の前になり。 

商はずして」とは許を得ずしてなり。 



「座牀に著けば」とはたとへ地上に坐すとも波逸提なり。 

二不問に不問想にて著坐すれば波逸提なり、不問に疑想にて……不問に問想 
344にて……波逸提なり。問に不問想なるは突吉羅、㈤に疑想なるは突吉M、問に問 

想なるは不犯なり。 

三.問ひて著坐す、病者、事故の時、癡狂者、最初の犯行者は不犯なり。 

波逸提九五 

一 その時佛世尊は舍衞城’祇樹給孤獨園に在しき。その時諸比丘尼許を得ず 

して比丘に質問せり。比丘.非難せり、「何ぞ比丘尼等許を得ずして比丘に 

質問するや」と…乃至…「諸比丘，實に…〔波逸提九四、|參M…誦すべし- 

何仇の比丘尼と雖も許を得ずして比丘に質問す机ば波逸提なリ」と。 

二—一 「何れの」とは.意味さるゝ比丘尼なり。 

『許を得ずして」とは問はずしてなり。 

「比丘」とは受具者なり。 

波逸提九五 五五三 
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經分別C比丘尼分別} • 五五四 
, .—！■ = „ . J-「二ぅ 二‘ • J... I ——-- . r . I I 

『質問す」とは經に於て許を得、律或は論を問へば波逸提なり、律に於て許を得、經 

或は論を問へば波逸提なり、論に於て許を得、經或は律を問へば波逸提なり。 

二 不問に不問想にて質問すれば…〔波逸提九四、一一—二〕…不犯なり。 

三許を得て問ふ、指定せずして許を得何事についても問ふ、癡狂者、最初の犯行 

者は不犯なり。 

波逸提九六 

その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時一比丘尼僧祇支衣 

S45を著けずして乞食の爲村に入れり。かの道中に於て旋風僧伽梨衣を吹き上げ 

たり。諸人叫べり、「美麗なり、尊姉の腰は」と、かの比丘尼諸人にょりて嘲笑され 

憂惱せり。かくてかの比丘尼は住處に歸りて諸比丘尼にこの事を語れり。諸 

•比丘尼の中少欲なる者……非難せり、「何ぞ比丘尼は僧祇支衣を著けずして村 

に入るや」と…乃至…「諸比丘、實に.入るや」。『實なり、世尊」。佛世尊呵實した 

まへり、『諸比丘、何ぞ……入るや、諸比丘、これ未信者をして……誦すべし—— 



何机の比丘尼と雖も僧祇支衣を著けずして村に入れば波逸提なy」と。 

二jl「何れの」とは.意味さる、比丘尼なり。 . 

r會祇支衣を著けずして」とは僧祅支衣なくしてなり。「僧祇支衣」とは頸以下臍 

以上それを覆ふ爲のものなり。 

「村に入る」とは有籬の村にては籬を超ゆれば波逸提なり、無籬の村にては境界 

を入れば波逸提なり。 

二衣を失へるもの、衣を燒かれたるもの、病者、無念者、無知者、事故の時、擬狂者、最 

初の犯行者は不犯なり。 

第九蓋品 

諸姉、百六十六波逸提法は說示さ机竟んぬ。是に於て我諸大姉に問はん 

ごJの點につきて清淨なリや1-0二度問はん、『この點につきて清淨なリや」。 

三度問はん、『この點につきて清淨なyや」。今諸大姉は清淨なyかるが故 

に默然した豸ふなリ、我是の如くこ仇を了解す。 

波逸提九六 五— 
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锊分別(比丘尼分別) 五五六 

波逸提竟る 

註©比丘尼戒波逸提法百六十六條中七十條は比丘戒と同條なる故省略し、次に九十六條を 

出す 

❷底本.upasmpanlla3-.uj js:pcti .はシャム本の如く間1:切らざるへきな*^ < 
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346踣大姉、今この八提舍尼法はii出さる 

提舍尼一 

11一 その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時六群比丘尼は 

酥を乞ひて食せり。諸人……非難せり、柯ぞ比丘尼等は酥を乞ひて食するや、 

何人かょく調理されたるを好まざる、何人か甘きを喜ばざる」と。諸比丘尼かの 

諸人の.非難するを聞けり。諸比丘尼の中少欲なる者……非難せり、「何ぞ 

六群比丘尼は酥を乞ひて食するや」と…乃至…「諸比丘、實に六群比丘尼は酥を 

乞ひて食するや」。「實なり、世尊」。佛世尊呵責したまへり、「諸比丘、何ぞ.食 

するや、諸比丘、これ未信者をして……誦すべし—— 

何れの比丘尼と雖も酥を乞ひて食すれは、この比丘尼は懺悔すべし、『友* 

我非難すべく不相應にして饿悔すべき法を犯しぬ、我これを懷悔す』と〇 

是の如く世球にょりて諸比丘尼の爲4この學處は制せられたり。 

提舍尼一 五五七 
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經分別(比丘尼分別} 五五八 
■ . II 

一一 その時比丘尼等病なりき。看病の比丘尼等病比丘尼にかく言へり、「友、 

堪え得るや否や、過し得るや否や」。「友、前には我等酥を乞ひて食せり、この故に 

我等安樂なりき、然るに今は我等世尊に禁ぜられたりとて畏愼して乞はず、この 

故に安樂ならず」と◦世尊に.白せり、「諸比丘、病比丘尼には酥を乞ふこと 

347を聽す、諸比丘、比丘尼等は當に是の如くこの學處を誦すべし- 

何?3tの比丘尼と雖も無病にして稣を乞ひて食す?Jtばこの比丘尼は10悔す 

べし、『友、我非難すべく不相廒にして懺悔すべき法を犯しぬ、我こ仇を^ 
- 

悔す』と〇 

二1一 『何れの匕とは……意味さる、比丘尼なり。 

「無病」とは酥なくしても安樂なるものなり、「有病」とは酥なくしては安樂なら 

ざるものなり。 

「酥」とは牛乳酥、或は山羊乳酥、或は水牛乳酥等ぞの肉の淨肉たるもの、酥なり 

無病にして自己の爲に乞ふに、乞ふは突吉羅、得て食せんとて捉れば突吉羅、食 

咽する每に提舍尼なり。 
一_ ___ 
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二無病に無病想にて酥を乞ひて食すれば提舍尼なり、無病に疑想にて…：•無 

病に病想にて……提舍尼なり。病に無病想なるは突吉羅、病に疑想なるは突吉 

羅、病に病想なるは不犯なり。 

三 病者、病にて乞ひ無病となりて食す、病者の殘りを食す、親戚のものに受請せ 

る時、他人の爲にす、自己の財による、癡狂者、最初の犯行者は不犯なり。 

提舍尼111八 

一 その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時六群比丘尼はテー 

ラ油を乞ひて食せり、(要略)蜜を乞ひて食せり、砂糖を.魚を.肉を.乳 

…酪を乞ひて食せり。諸人…〔提舍M一、I I1、二酥を酪とす〕…誦すべし—— 

何/11の比丘尼と雖も無病にして油1•砂糖•魚肉.乳.§を乞ひて食せば、この比 

丘尼は11悔すべし、『友、我非雛すべく不相應にして11衍すべき法左犯し 

ぬ、我こ/11を惚悔す1 〇 

「何れの」とは 意味さる\比丘尼なり。 

提舍M 



經分.別(比丘尼分別〕 五六〇 

r無病」とは豁なくして安樂なるものなり。「有病」とは酪無くしては安樂ならざ 

るなり。 

「油」とは胡麻油、芥子油、蜜樹油、蓖麻子油、獸油なり。「蜜」とは蜂蜜なり。「砂糖」とは 

甘蔗の莖より得るものな衫。「魚」とは水中のものなり。「肉tとはその肉の淨肉な 

るもの、その肉なり。「乳」とは牛乳、或は山羊乳、或は水牛乳等その肉の淨肉たる 

もの、乳な，り。「酪」とはそれ等の乳の酪なり。 

，庇H丙にして己れの爵に…〔提舍尼一、二、麻を酪とす〕…最初の犯行者は不犯なP。 

諸大姉、八提舍尼法は說示さ机竟んぬ、是に於て我諸大姉に問はん、「この 

點につきて清淨なyや」。二度問はん、「この點につきて清淨なyや」。三度 

問はん、「この點一10きて清淨なyや」。諸大姉はこのefiにつきて清淨なリ、 

かるが故に默然したtふなy。是の如く我こ机を了解す。 

提舍尼竟る 
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諸大姉、今こ机等の衆學法は說示さる 

一 その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時六群比丘尼は前後 

よ^垂れ下らしめて內衣を著せり。諸人……非難せり、「何ぞ比丘尼等は前後 

より垂れ下らしめて內衣を著するや、宛も在家受欲者の如し」と。諸比丘尼等彼 

等諸人の非難するを聞けり。諸比丘尼の中少欲なる者……非難せり、「何ぞ六 

群比丘尼は……著するや」と…乃至…「諸比丘、實に六群比丘尼は……著するや」c 

「實なり、世尊」。佛世尊呵責したまへり、「諸比丘、何ぞ六群比丘尼は……著する 

や、諸比丘、これ未信者をして.誦すべし- 

『我全圆をSふよぅ內衣を著すべしの規律は守らるべし」。 

全圆は內衣にて覆はるべし、〔卽ち〕臍圓、膝圆を覆ひてなり。不恭敬の故に前 

後より垂れ下らしめて著するものは突吉羅なり。 

無識•無念.無知者、有病者、事故の時、癒狂者、最初の犯行者は不犯なり。…乃至…。 



經分別(比fr尼分別〕 五六こ 
\ .^i^n --- . . _ _ __ 

七五1一 その時佛世尊は舍衞城、祇樹給孤獨園に在しき。その時六群比丘尼 

は水上に大便小便及び痰唾をなせり。諸人.非難せり、「何ぞ諸比丘尼水上 

に.なすや、宛も在家受欲者の如し」と。諸比丘尼かの諸人の.非難するを 

聞けり。諸比丘尼の中少欲なる者.非難せり、「何ぞ六群比丘尼は.なす 

350や」と。かくて諸比丘尼は諸比丘にこの事を語れ$。諸比丘は世尊に……白せ 

り。その時世尊諸比丘に問ひ給へり、藷比丘、實に六群比丘尼は……なすや」。 

「{貫.な々、世尊」。佛世尊呵責したまへり、「諸比丘、何ぞ六群比丘尼は.なすや、 

諸比丘、これ未信者をして……誦すべし—— 

『我水上に大便又は小便又は痰唾をなさゞるべし』との規律は守らるべし〇 

是の如く世尊にょりて諸比丘尼の爲にこの學處は制せられたi 〇 

二 その時病比丘尼水上に大便小便及び疲唾をなさんとして畏愼せり。世尊 

に.白せり。藷比丘、病比丘尼には水上に.なすを聽す。諸比丘、比丘 

尼等は當に是.の如くこの學處を誦すべし—— 

『我搿病にて水上に大便或は小便或は痰唾をなさVるべし』との規徨i守ら 
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るべしo 

無4丙にして水上に大便或は小便或は痰唾をなすべからず、不恭敬の故に無病 

てして水上に大便或は小便或は痰唾をなせば突吉羅なり。 

無識•無念•無知者•有病者、地上になして水中に擴がる、事故の時、癡狂者、心亂者、痛 

惱者、最初の犯行者は不犯なり。 

ii大姉、铙學法は說717さ仇竟んぬ、こ机につき我今.こ仇を了解す。 

衆學竟る 

351錯大姉、今この七滅諍法はii出さる 

諍論の生起する每にこれを靜止し滅除する爲に 

現前毘尼は興へらるべし 

m念昆尼は與へらるべし 



r 
經分別(比丘尼分別} 31ノE 

不癡毘尼は與へらるべし . 

自言治はなさるべし 

多人語 

覓罪相 

如草^地、と0 

諸大姉、七滅諍法は11出さ机已んぬ、是につきて我今……こ机を了解す。 

諸大姉、因縁は11出さ机たリ、八波羅夷法はII出さ机たリ、十七僧殘法はII 

出さ机たy、三十捨堕法は!I出さ机たリ、百六十六波逸提法はII出さ机たy' 

八提舍尼法はII出さ机たy、衆學法はII出さ仇たリ七滅淨法は11出さ?flた 

My 〇 

佛の戒經に入y、正しく戒經に收めら^しものは盡く半月每に11出せらる 

るなリ、こ机にょy1切の和合し歡喜し無諍なるもの修學すべきなリ。 

564 



比丘尼分別竟る 

兩分別竟る 



故 

分別(比丘尼分別} 五六六 



Indices 索隠 

索 

隱 

[Pagination of the pdr matches the original numoering.] 



発音索隠 

i? M (7——サ) 

發 日 索 隱 

フ カティナ ka^hina 逆純那衣119,159,397 

カハ•-バナ kahapana OtfflEiD 402,404,414 
アーナンダ Ananda 阿雜（比丘） 105 カビタナ kapithana (樹） 54 
7 •—ノ、，チ，ノ、•一 グヵ ahaccapadaka 阿返遮脚63,267,268 カビラブr卜〇 Kapilavatthu 迦S轺衛（市）89, 
ァ•ラギー AJavi 阿羅岛（a) 25,53 160,261,295,424,507 
アールハカ a|haka (度a) 39i カンダカ ivandaka (沙彌） 218 
ア_ n —ハンタ Arohanta (比E) 426 カンダデ—ギヤ-Khan^ladeviya恭liii!多(比丘）106 
Tチラグテ<一 Aciravati 阿耆羅婆提f河）177, カンダデーギヤープ，夕Khandadeviyaputta 540 

255,420,450 カンサ karhsa (货幣E) 414 
アプガ—ラゲ Aggal.ava 阿加?S婆（廟) 25 ガンテ<力_ Ganthika (松） 266 
アッヂャ•チャー，ajjhacara 小罪 50 

了プヂュカ ajjuka (植物） 54 キ，ギ 
了テ <4•サ ativisa (柚物) 54 
T xル，ダ Anuruddha 阿那律（比丘） 28，105 キラパティカ Kirapatika (人） 120 
Tクニ arani 266 ギラyガサマy ヂャ giraggasamajja 山上祭 135,432 

アリr夕 Arittha (比IL) 211，216,349 
了ブカンナカ Avakannaka (名） 9，15 ク 
アンバ amba 329 
アンバナ^クタ Ambatittha (處） 171,172 

クータ ku^a 無角 7 

クターガーラサーラーKutagarasald逆閣错當 37 

ク 
クドルーサカ kudrusaka (植物） 428 

クラブッダガ Kulavaddhaka (■名） 9，15 
クシ-ラ usira (核物） 54,63 ’クリラパーダカ kulirapadaka 句利羅蹲 63,267 

ウダーヰ Udayi 佼陀夾（比丘) 32， 
97,108,196,270 ゴ 

ウパー！; Up5li 65坨52 (比{£)102,203,497 I 
ウパナンダ Upananda 鈦慰?它（比丘) 48. 

コ—力ーリカ Kokalika 利fa Ofc£)105,540 

147,191,200,266 
コーカナダ KoKanada (宮馭） 320 

コ-サラ Kosala nMB (族，國）165,21?, 361,413 

エ コーサンビー Kosambl 愤苡彌（K) 25.55, 

74,172,179,223,319 

ェ-ラング油 erapdatela 140 コ—シヤ Kosiya (姓） 9,15 

ゴータマ Gotama (姓） 9，15 

力，ガ ゴーシターラ， -マ Ghositarama 師羅園55,74,179, 

223,319 
力—シ Kasi 迦尸C05) 257 
力ーナー Kan a 伽若（娘） 125 

サ 
カーナマー々一 Kanamata 伽若©母 125 サーガタ oagati 娑伽陀（比丘）172 
カー■ポ—ティカー kapotika (酒） 173 サーキヤ Sakiya (族〉 295 
カタモー' ラカテ^ ，サカ Kata morn kat i ssaka 护—ケ_夕 Saketa 沙班（市）100,103, 

&留狃提公（比£)105,540 189,368,472 
カゲチャ-ヤナ Kaccayana (姓） 9，15 サーサバ油 sasapatela 140 
力，チ中力 kacchakn (料） 兄 サーマネーラ samanera 沙彌 221 
力Tビタカ Kappitaka (比£) 497 サーリブッタ Sariputta ☆利弗（比丘）105 

— Cl)— 

II 



餃首籴Iほ（サ——パ） 

サール Sallia (设迻窀）337,339,346 チミリカ cimilika (布） G1 

サーヂ，デ一 SavntthI 舍街（市） 1 チtバ蒜 capaiasuna 420 

サカタ sakafa (車） 326,546 チャンダカー！）.- L/andakall (比£尼）372,380.383, 

サ，力 oakka tm m i=5i) 89, 4-17,449,474,499,533,537 

160,264,295,424.507 ヂ♦ンナ Channa 閹陀(比 IT:) 55,74,179,223 

サマX，デ*"サ samanuddesa 沙海 221 チユ-，バンタガ Cfilapanthaka 周利纪特（比「c) 86 
サム，グダ，夕 Samuddadatta 三文?它達(比丘）106,540 チティヤ Cetiya 支松（圃） 171 

サラ—カバ7ダ salnkabaddna 323,544 ヂ1•テ< ラ jatila 雛171 
サラダ sa!ava (食物) 420 ヂャブカンナカ Javakannaka (名） 9,15 
サ4■，タカ Savitthnka (名〕 9,15 ヂIー タワ•ナ•アナータビンディカ，サアーラーマ 
サンカyチカ sankacchika 衍钱支衣 554 Jetavana-Anathapindikassa-Srama 
サンガーテf sanghati m梨 554 紙&讓5順 1 
サンガーデfセ_ •サ sanghadisesa 僧较 14 

サンガバy夕 sanghabhatta 僧衆貪 48 テ，デ 
サンガ97キタ Sangharakkhita (名） 15 
サンダマー=力 —sandamamka (車） 326,546 ティラ油 (ilatela 140 

テ-ラ tela 油 402,401,560 

シ デーブグッタ Devadatta 提婆達多(比1£)105,540 

シ，カマーナ— sikkhamana 式又娜 83,401 b, K 

ス トクプヲ9チヤ卞 thullaccaya 偷 14 

トクブラナンダー Thullinanda 偷蘭ISP它(比£尼）105, 

ス7夕. 4••バンガ Suttavibhanga 經分別 1 337,346, ^49,372 

スラ— sura (酒） 174 ドーナ dona (S) 162 

スンスマーラギラSumsumaragira 琛魚山 CS> 182,320 ドカタ dukkata 突胡 14,24 

スンダリーナンダーSundarinanda (比丘尼） 337,339, ドククバ” •ンタ dubbasita 惡銳 14,17 

^6,375,377,419 

ナ 

セ 
ナーリ naji (KS) 394 

セ-=■ヤビンピサ*-ラSeniya Bimbisara ナンダー Nanda (比丘尼） 337 

斯尼耶頻婆沙羅（王）117,185 ナンダー Nanda (薄,人） 419 

ナンダブティー Nandavati (比丘尼） 337 

ソ ナンダブ尹< 一 Nandavatl (筇，人） 419 

ナンディ冷•ナーラ Nanaivisala 歡菩滿（牛） 7 
•ノ-ター ノく:<ナ sotApanna 14 

夕，ダ 

夕y力•ンヲ 

タボーグ- 

ダ^ ラナ 

グ，パマ 

Takkasila 

Tapoda 

dharana 

得叉尸a (國） 7 

多浮陀（溫疢J184 

愤持 493 

，ラブ，夕Dabba-Mallaputta杏子（比丘） 

59,244 

ダ*，タカ Dhanitthaka (名） 

ダンマ？，キタ Dhammarakkhita (名） 

チ，ヂ 

9,15 

15 

'ググ*•ラーマ Nigrodharama/S拘{氏樹闽89,160 

261,295,424,507 

.，サ，ギャパーチ7ティヤnissaggiya pacittiya 

尼薩苔波逸提 393 

»,パ,パ 

»タカ 

リ•■•タカ 

Hatthaka 

haritaka 

ノぐ-ラ—ナシ"* Baranasi 

(比丘) 

何梨勒果 

1 

420 

329 

-(2)- 



隐（バーヴ) 

パーラドブーヂャBharadvaja (姓） 9,J2,15 
バダリカ-ラーマBadarikavama 婆疗紐顶 26 

ハ％ガ Bhagga 婆抵（W)lfi2,320 

バ7グー.カピラー為一Bhadda KapilJnl (比f£f£) 

マハーカ，ピナ Mahakappina 却H郵(比丘） 
マハ-コ，尹ィタMaliakotthita な?5俱fSliK比K)105 

マハ-チュング Mahacunda 空河周财比£)105 

マハ—ナ-マ Maiianama 摩5T男癸茲）160 

367,431,436, ^37,415, ‘168,172 マハーバヂ午ーバ尹ず•ゴータミ— Manapajapati 

バ7ダムプタカ bhaddamuttaka cm物〕 54 Gotaml倥訶波間&拉切•:J頭(比丘尼）90.424 

バ，ダゲティカー Bhaddavatika Wi：它过CQ) 171 マハ—モタガプラ —ナ Mahamoggallana 

バッ パヂャ babbaja f校物) 63 大目彼連(比£)105 

バドラ bnadra 界牛 8 マハーグナク*- 夕—ガーヲサ—ラ_ • Mahavana 

ハーチ7テ<ヤ pacittiya 伽提 1.14 kutagarasala 大林重閽漭堂120,141,144 
ノぐ-尹ィデーサ= ャ pa^idesamya 龍扱提舍® 14 マンダラバ，ダ man^alaDaddna 323, SM 

パーラーヂカ parajika 瓣;5 14 
パセーナディ Pasenadi _m (王） 165, - 2 

177,249,361,413 

パ，夕 pattha C皮GU 394 ミガーラ Mig§ra (在各）337.33^16 

パ尹”カマナ Patikkamana (觉） 160,2&1 
パテ <ヤーP —力 Patiyaloka (處） 126,206 

ム 
パn yヂャカ phsmjjaka (植物) 54 

パリプタ paritta HR* 493 ム，ガ苴汁 muggasupa 309,311 
パリブーサ parivasa tm 48 ムンヂヤ munja (植物） 63 

ヒ，ビ 

ヒリエ•ハラ hinvera (m物) 54 メ ーラヤ meraya 174 
ビrティグンサ pitthivarhsi 151 
ビ，，力 pilakkna (t2J) 54 モ 

ブ，ブ モyガyラ*-ナ Moggallana (姓） 9,15 

ブ，ダラr午夕 B uddhara kkhita e«) 15 3 
ブンデ< 力ーバ，ダbundikabaddha 文筠跸 63,267 

ョーヂャナ yojana 由旬 101,208 

ベーサカラーミガダーヤBhesakajS migadaya 

恐怖林復野苑182,320 ，ー フ， Rahula 

ベ-ラ，タシーサBela油aslsa 〔比丘） 137 ，夕 ratha 
H 挨 IS(比 E) 26,105 

(車） 326,546 

マーサH汁 masasupa 309,311 
マ—サ〆《； masaka (it幣依） 365 
マ—ナ，夕 manatta 摩邱埵 83,392 
マガ1夕 Mogadha C03) 420 
マサーラカ r.iasaraka 波麼把纽伽邺63,267 
マ穸ヂャ majja cm) 174 
マ，リカー Mallika 玟利(王妃）177,251 
マド々メーハ madhumeha 迸便病f糖尿病）10 
マハーカyチャ—ナMahakaccana 大迦旃(比E)105 

')，チヤギ Licchavi 娜（放） 

•—〆夕 Revata 舒这多（比£)105 

ブ*"シ》夕 Vasittha 

IV 



ブチャ vaca (植物） 54 

ザ千，，9 vacattha (植物) 54 

グッグムグー Vaggumuda 婆裘（洱) 37 

P%ヂ Vajji 跋耆（國) 37 

ブ牛ハ vayha (車） 326,546 

ヰ- 

ギサーカーミカ•—ラマーターVisakha Migaramata 

岛舍怯鹿子母(優g夷）256 
ギダ vidha 266 

X- 

ゴーサーリー Vesall S舍趑(市> 37,120,141,144 

—、4 ノ ー 

V 



漢字索隠 

ヤ• .M IS (阿一悟) 

漢 字 索 1忿 

ブ 

IS所 sambadha 421 

ク 
wissw ahaccapadaka 63,267,268 

36 
W伽e逑坧饳 ARKa]^iva*cetiya 25,51,53,77 イ/知の贝子 v\\\uu purisaviggaho 

阿科(1达设 Aciravati (河） 255 イj•智の陪席各 vinHu dutiya .110 

HI聰 acariya 206,366 有a sappanaka 198 

W_ Anuruddha (比E) 28,105 械水 sappanaka-udaka 77 

m Ananda (比丘)105,130,137 イ(蟲水 sappana kavagga 222 

144,201,251 イ1•比eの衍ra sabhikkhuka arami 496 

W0淡龙 arnhatta 33 細 gilana 5S8 

pja汊犯;2 arnhattaphalassa sacchikiriya 41 m安讯 vassa 37,462 

阿紐以 AjavT (S) 25,51,53,77 印朗中 antovassa 480 

w*m*? aranna 137 雨浴衣 vassikasatika. 273 

阿％：iV住出 aran.iaka 297 交3鉢緙 udumbara (t5J) 54 

pSpaka ditthigata 215 雛爽 Udayi (JtE) 32,97,10S,196.270 

惡說 dubbhasita 14 佼汶!5 UpaU (比丘）105,203,226.497 

惡K akkosn 10 maccha 132» 140,559,560 

如を辟へる方 vetthitasisa 327 haliddi 54 

斡旋す paripaceti 107,108 uttarasanga 256 

油 tela 140,559,560 

安依 vassa 67,471,481,505 エ 
郷m amb.i 329 

商夜中|こ ratt.mdhakare 435 衣(服) clvara 92,245; 96,98,194,244,400 

IS1夜品 and hakaravagga 449 衣5:具せる施这saclvarabhatta 247 

clvarakalasamaya 463 
A 衣股渰 vattliakatha 260 

337 
S依す kukkuccayati 34 兑存の比 IT:尼 n^vakammika bhikkhunl 

威偽をA足する# ScSraRocarnsampanrm 81 斷 anikaaassana 170 

nm aannvada 58 囡抹 uyy^na 482 

sm viggaha 202 
才 

格チ pith a 63,267 

mu pa^ankl 326ア546 和切 upajjhgya 205,525 

一校の生命 ekindriya-jiva 51 王宵 rapgara 482 

一切？？所 sabbaparicchnnna 27 王企 R«1jagaha (市〕 59,105,113, 
一切s所 sabbacchanna 27 135,155,18-J, 203,244,288.432,479,480,539 

-切獅荇 snbbapamsukulik； a 141 王の後宵 rajantepurappavesana 252 
一來栗 sakadagamin 38 王K5 rajakatha 260 
m sakadagarniphalassa sacchikiriya 41 成泣す pariyayena chadeti 76 
糸 sutta 485 雜 arahant 1.337 
水だ:A足戒を受けざる名anupasampanna 23 vidhupana 427 
囚炫 nidana 336,564 位持 dharana 493 
W緣を除き annatra samaya 118,159,188 位念ぬ尼 sativinaya 335,563 

-(5)— 

VI 



m ^ -m隱（音——行) 

音樂 vadita 433 臥捋 bhisi 63 

ft糖 panakatha 260 ©鬼刃 peta 343, 376,379 

surapanavagga 196 rupa 20：l 

飲食 pmdapata 92,245 & chatta 544 

iw水 paniya 505 chattupahana 543 

益品 chattavagga 555 

力，ガ sikkhapada 2,81 

夺地認定の家 sekhnsammata-kula 293 

火 joti 183,184 合戰 uyyodhika 170 

火公 agyagara; jantaghara 172;183 

似它 gatha 228 キ，ギ 
ft若 Kana (炫） 125 

ft若の母 Kanamata 125 鬼女 pell 152,154,210 

花浯 pupphasava 174 飢枉 dubbhi^kha 37 

m phalasava 174 規作 sikKha 301 

呵梨肋 haritaka cm) 420 寄逖物 parinata 248 

JL gimha 480 吸食品 surusuruvagga 325 

迄尸 Kasi (國） .257 Vf女 itthagara 250 

ka^hina 119,159,^97 恐怖林1野苑 Bhesakajavana-migadaya 182,320 

Kapilavatthu (市） 89,160,264, 敎M ovada 507,503 

296,424,507 ?文誡比丘尼人 bhikkhunovadaka ,80 

53®陀竹林S Vejuvana-Kalandnkanivapa 59,105, 敎Si品 ovadavagga no 
J13,135,155,184.203,244,288,432,479,4S0.539 愤茲闞 Kosambl (m) 25,55.74,172,179,223,319 

a留H提舍 Katamorakatu^aka (比£) 103 suttnnta 228 

斯く有り無し〇讀 itibhavabhavakatha 260 玆師 suttantika 107 

gita 433 經分別 Suttavibhanga 1 

adinava 252 sivika 326,546 

mk atilobha 419 舐®給孤芘闵 Anathapindikassa aramo 

slma 205 1.6,18,22.28,32,48,61，61.67,69.72,79,86,92,94,97, 

岛洋起深渰 samuddakkhayika 260 99,102,108,110,125,129,133,137,139,147,149,152, 

singhataka 438 154,165,167,169,175,177,180,189,191, 193, 196-200, 

visikhakatha 260 206,208,211,216,218,225,228, 232-235,237, 240, 242, 

cittagara 482 246,249,255,266.268.269,272-274, 285,290, 301, 317, 

角S visanamaya 265 337,346,349,35i, 359.363,367.372,375,377. 380, 384, 

客比£ agantuka-bhikkhu 39 386,388,393, 397,399,402,4^, 406,408, 409, 411, 413 

m arhsavaddhaka 269 415,417,418,420,422-424,426,428,429,431,434, 436- 

m Kamma 199,372 439,442,445,447,44SM53,455,456, 458, 459-461, 462, 

mm kammavaca 205,353 46i,46&468,470,471.474. 477-478, 482-486, 488-4W, 

弼 kummasa 132 4S9,501，503,504,506,508,509,511-513, >16, 518, 519, 

物分g者 yaguhhajaka 245 521，523,524,525,527,528,530,531, 533. 534, 536-538, 

mm gugsava 174 541-S43,515-554,557,559,561,562 

fm sukkhakura 137 kiccSdhikarana 199,385,487 

唸窆 bhojaniya 132,1S1,136,146,502 探想 vematika 24 

牙S dantamaya 265 疑惱 kukkucca 236 

脑內 ajjharama 259 益乳 dadhi 140 

EU： seyya; senasana 65; 92,245 給肛芘居士 Anathapindika-gahapati 257 

⑽證 sayanakatha 260 行衆 kamma 10 

m mafica 63,267 行眾安4J sukhasamacara 203 

臥床にある者 sayanagata 326 行路時 add hanagamanasam ay a 119,189 

~~ (6)- 



m -Y- 隱（敬——作） 

apacaya 180 
3•ゴ 

ク，グ 
小麥洒 pirthasura • 174 

九十二&逸提法 dvenavuti pacittiya dhamma 戶窓所 dvarakosa 75 

1,275,336 居士 gahapati 362,475 

句 pad a 23 fS 士兒 gahapatiputta 362,475 

句利51跸 kuhrapSdaka 63,267 故！?:に sancicca 197,469 

共臥品 tuvattavag^a 482 故，位の妄基 saTTipajatiamusavada 2 

共法C取) samvasa SI3,507 跨衣 saAghani 547 

共仕比丘 saddhiviharika bhikkhu 147 役罪す paticodeti 348 

Kosala f®) 28,112,133,165,177, 口迓 mukhadvara 142 

208,249,261,361,369,413,443,482 口論 \nvada 202 

饥伽利伽 Kokalika (比丘） 105 公闽 arama 483 

和師 Ghositarama (阅）55,74,179,223,319 交易衣 parivattaka clvara 95 

55出ず nikkaddhati 472 J 交装を除く anfiatra parivattaka 96 

空醜 suiu lata-vimokklia 40 交忍物 parivattaka 96 

空三昧 suauata-samadhi 41 punapavarai^a 163 

空正受 sumiata-samapatti 41 香 gandha 181,253,548 

果物〇分配荇 phalabh^jaka 245 mi vasitaka 549 

ii合 ^ana; seni 363,366 gandhakatha 260 

黑体 jotika 183 ujjhaggikavagga 304 

ポ^iff? apalokanakamma 241 商床 asandi 4S4 

具衣の乞食 saclvarabhikkha 246 硬食 khadaniya 488 

具眼者 cakkhumant 30 硬食の分配者 khajjabhajaka 2i5 

5H sena 166 35H pandaka 153,377,379 

眾兵沿 senakatha 260 B拇酒 kinnapakkhitta 174 

廣設 vitthara 231 

15魚山 Suihsumaragiri (邑） 182,320 
ケ•ゲ 諳社 pQga 365 

黑衩色 ka]asama 191 
鄉输 malalcatha 260 黑5S3 ka^ukarohinl (植物) 54 
im ganana 203 33外 tirorattha 479 
mm khanclhablja &1 阕土論 janapadakatha 260 
[衣 lahupavurana 416 a內 antora 这 ha 478 
is侮 anadariya 179 atthimaya 265 

paritta 96 拫砘 mulablja 54 
決筇すべき窃 vinicchayakatha 242 祕 panc^ndriyani 41 
見62 das«wnupacara 143，170 五椏瞰企 pafica bhojanani 132 
舰-密 cakkhussa ralio 109,153 五百号 pancadhanusatika 297 
筘駄述多 Khandadeviya (比丘） 106 五力 pafica balani 41 
ア座 navakatara 338 胡萜滓 pinnaka 549 
外道 titthiya 363 合捫 sambharasamyutta 174 
解郭ず osareti 373 劫賊 cora 127 
解脱 vimoKkha 40 

月華衣 avasathacivara .490 

月nit • patipadika 120,125,295 サ，ザ 

_ pariyanta 163 kham bhakata vagga 309 
现誠尼 sammukhavinaya 335,563 作衣時 clvar akarasamaya 119,158 
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差次諳食人 bhattuddesaka 60 

矽挖 phanita 140,559,560 

S初の犯行者 adikammika 6 

指aする者 vosasantl 289 

指s役 vosasamanarupa 288 

三H依 tlni saranagamana 342 

三li壊色 tayo dubbannakarana 190 

三粒の逛 tlni chattani 544 

三十捨0[法；三十尼强む波逸提法timsa nissaggiya 

pacittiya dhamma 336; 393 

三踢 tatiya jhana 40 

三智を得たる tevMjja 38 

三珠 samadhi 41 

三文迮多 Samuddadatta (比 £) 106 

山上祭 giraggasamajja 135,432 

kanjika 178 

坐臥具 senasana 244 

坐臥具の分?a老 senasanapannapaka 245 

坐具 nisldana 195,270 

koccha 63 

坐せる者 msinna 331 

应床に著ける者 asane nissino 328 

在家者 agarika 462 

apattidhikarana 199,385,487 

乾枯枚〇分®者 appamattakavissajjaka 245 

转多塗 nanatthakatha 260 

兹食 atiritta 131，132 

轻a vighasa 430 

節食者 vighasAda 144 

t5vak5lika 260 

シ，ジ 

錄 Cetiya (网） 171 

E传過法 cattaro patidesaniya dhamma 336 

のif事〆 cattari adhikaranani 199 

四正斷 cattaro sammappadhana 41 

E稃足 cattaro iddhipada 41 

随 caluttha jhana 40 

E提舍尼法 cattaro patidesaniya dhamma 285 

四念住 cattaro satipatthana 41 

smi夷法 cattaro parajika dhamma 336 

私ft puggaUka &4,66,69,71,74 

技S aggablja 54 

腑 vannaka &18 

rr pavattinl 525 

Seniya Bimbisara (王). 117,185 

衮財- parikkhara 406 
然るべき理由 tatharupapaccaya 167 

漢字索隱（差一種) 

式叉眾那 sikkhamana 83,192,290,362,404f 
515,535,551 

色 rupa 181,253 

m indalchlla 254 

七兑支 satta bojjhanga 41 

十较 pubbanna 55 

七菜 aparanna 55 

七日藥 sattahakalika 132,295 

七波評法 satta adhikaranasamatha dhamma 

336,563 

膝己上SB夷 parajika ubbhajanurnandalika 342 

膝E1 janumandala 301,561 

沙秩 Saketa (市）100,103,189,368,471 

沙彌 samanera; samanuddesa 192,221， 
362 ; 219,221 

沙彌尼 samanerl 192,290,3i2,362,551 

沙門出家者 samanaparibbajaka 362 

沙門施贫時 samanabhattasamaya 119 

沙門の衣 samariaclvara 462 

車取 ratna sena 165 

褀乘論 yanakatha 260 

車道 rathiya 438 

車兵隊 rathanika 170 

舍街 SavatthT (市） 1,6,18,22, 

28.32,48,61,64, 67,69,72,79,86,92,94,97,99,102, 

103,110,125,129,133,137,139,】47,149,152,154,165, 

167,169,175,177,180,189,191,193,196-200,206,208, 

211.216,218,220,225.231-235,237,240,242,246,249, 

255,260,266,268,269-274,285,290,301,337,346,349, 

354,359,363,3G7,372,375,377,380,384,386,388,393, 

397,399,402,40む406,408,409,411,413,415,417,418, 

420,422-426,428,433, 436-139.442,445,447,449-453, 

455.456,458,459,460,462-164,466,468-470,471,474, 

477,478,482-486,48S-494,499,501,503,504,506,508, 

509,511-513,516,518,519,521,523-527,528-533,534, 

536-538,510,541-554,557,559,561,562 

舍利弗 cjariputta (比丘) 105,112 

娑M它 Sagata (比丘) 172 

網 mssaggiya 393 

nissatthapatta 394 

遮道の鞔窈 tiracchanakatha 230 

尺位 pamana 270 

15迦 Sakka (族•國）驭160, 

264,294,426,507 

khadaniya 132,134-136,146,502 

守精舍人 viharapala 149 

周利槃特 Cu)apanthaka (比丘） 86 

首陀羅家 suddakula 289,441 

m jati 9 

一、3)一 
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庇師 

玉葱 

苡白羯焙 
抜唾 

端正 

舰す 

大迦旃 

大堅身其 
大衆旮時 

大描舍 
大臣說 

大鉢 

大侧 

大便 
大日姑® 

大祗 

大林$閣筠堂 

抗三辟〇得者 

第四緙〇捋开 
第二輝の得：?f 

脫鄉锫子 

投脚床 

团食 

gaddhabadhi 

paianduka 

nattikamma 

khela 

pasadikata 

jhapeti 

NiaHakaccana 

vadhara 

Tnahasamaya 

mahallaka vihara 

maharnattakatha 

ukkat^ha patta 

Mahavibhanga 

(比ft) 

211 

420 

241 

332,562 

180 

497 

105 

H2 

119 

75 

260 

394 

Mahavibhanga 336 

uccara 332,430,562 

Mahamoggallana (比E) 105 

mihanaga 106 

Mahavana kutagarasala 

37,120,141.144,497 

tatiyassa jhanassa labhin 38 

catathassa jhanassa labhin 38 

datiyassa jhanassa labhin 38 

ahaccapadaka-pi^ha 73 

ahaccapadaka-manca 73 

145 

地 pathavT 51 

智 ii flanadassana 41 

位 n 者 ummattaka g 

挤生.味 tiracchanayoni 448 

击生呪 tiracchanavijja 493 

击生男 tiracchanaprau. 343,376 

畜生女* tiracchanagala 152,154,210 

中b majjhima patta *394 

注 丨 sakkaccavagga 315 

経 j"yoga 269 

伽總r thullaccaya 14,344, 353,355, 

362,366,371,374,377,379 
偷 R:枝陀 Thullananda (比 £尼> 105,346. 

319,360.363,372,3S6,388,397,399,402,404.412,4!?. 

415,4J8,437,442.453,-158,461-361, <165,468,470,471, 

4S6,488, ^389,499,523,525,53-J, 536,537,539 

S符食 salakabhatta 120,125.295 

貯® sannidhikaraka 138 

町付綺 nigamakatha 260 

現合物 sampaka 420 

似1l sankara 

杖 danda 

杖を手にす5者dandapani 

帝師 

椹舍尼 

揭婆逵多 
鐵鉢 

天蓋 

天人所說 

泥色 

泥鉢 

都域淦 
刀 

刀を手にする者 

沓婆摩羅子 

塔 

塔诉食： 

_ 

盜贼隊 

煊火 

贈 
秀頭居士 

特信家 

得x尸筠 

突吉H 

奴婢 

间活比丘尼 

同宿 

诳女品 
边修 

テ，デ 

purohita 

pa^iaesamya 

Devadatta (比丘） 
ayopatta 

\ntana 

devatabhSsita 

uttanbhaftga 

par a m m ukha \nkapp a n a 

kaddama 

mattikapatta 

卜，卜• 

nagarakatha 

sattha 

satthapani 

D abba-Mallaputta (比丘） 

thupa 

cetiyapuja 

cetiya 

t'leyyasattha 

telapajjota 

bhan^ana 

mundagahapati 

upat^bakakula 

Takkasila (gj) 

dukkafa 24,289, 

353,362,366, 

daaa 

sahajlvin 

sahaseyya 

ku m a ribhiitavagga 

maggabhavana 

CBJ) 

24,28 289,302, 

,366,374, 

舛女交分の饺 

難陀 

難陀戒 

paribhanacitta 

bhojaniya 

Nanda (比丘） 

Nandasikkhapada 

二羯飾 dve kammavaca 

—(11)一 
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漢字索隐（二一非) 

二十双 vlsativassa 82 波逸提 pacittiya 1,14,217 

二十歲未滿 unavisativassa 205 mm Pasenaai く:£) 165,177,249, 

二十盘^:滿の觉女1 unavisativassa kumaribhuta 527 364,413,482 

二十人衆 

二禪 

visatigana 

dutiya jhana 

392 

40 

技摩遮Efln卿 

波12夷 

masaraka 63,267 

parajika 14,337,343,349,353 

二年六法睪犮续您 dve vassani chasu dhammesu 舰提轉尼 patidesamva 14 

sikkhasammuti 514 改爲提木叉 patimokkha 227,228 

二不定法 dve aniyata dhamma 336 波H提木叉の律儀 patimokkhasamvarasamvuta 81 

二部の僧fo ubhatosangha 392 mm BaranasI (國） 329 

尼抅律樹S Nigrodharama (闳） 破僧 safighabheda 202 

89,160,264,295,424,507 配兵 ssnabyuha 170 

nissaggiya 394 薄弱なる衣の望 dubbalacxvarap lccasa 463 

尼藤苦醜提 nissaggiya pacittiya 393 八ケ月雨降らざる時attha mase avassikasinketa 62 

nisidana 65 八事mm atthavatthuka parajika 355 

肉 maihsa 132,140,559,560 八重法 attha-garudhamma 83,86,91,507,503 

日沒後に atthafigate suriye 88 八正进 ariyo atthangiko maggo 41 

乳 

女人 

khlra 140,559,560 八提舍尼法 attha patidesaniya dhamma 557 

matagama 152,154,210 八波羅夷法 attha parajika dhamma 357 

如草S地 tinavattharaka 335,5dl 鉢 patta 1M,393 

如法 yathadhamma 199 鉢食 pindapata 129 

如法羯磨 dhammakamma 58, GO, 85,93, 200 

230,241,^13,245,353,476 

鉢©萘核 pattasannicaya 393 

鉢袋 pattathavikaya 269 

如法行 samlci 259.392 襲荷 singivera 54 

如法なる衣のS分 dhammika civaravibhaft^a 460 半月食 pakkhika 120,125,295 

如法なる¢3择那衣の捨雄 半月每に anvaddhamasa 229,508 

dhammika ka^hinuddhara 465 犯過 apatti 10 

如法に俊海す yathadhammam patikaroti 30’ 伴友比丘尼 dutiyika bhikkhunl 438 

妇法の羯® dhammika kamma 241 飯 odana 132 

蒜 las叫a (揎物） 420 飯球 kaba'a 314 n 好；:口 lasunavagga 434 飯球品 kabalavagga 319 

人ね海 puggalanadariya 179 較粒の混ずる鉢©洗ひ水sasitthakam pattadhovanam 

人男 manussapurisa 376 322 
人女 manussitthi 210 馬軍 assa sena 166 

gabbhim 511 馬兵隊 assanlka 170 
gabbhinivagga 526 婆祇 - Bhag^a (園） 182,320 

婆裘 Vaggumuda (河） 37 

ネ 婆香羅囷 Badarikarama (園） 26 

婆羅門家 brahmanakula 289,441 
黙時 panlahasamaya 186,188 腐W語 omasavada 9 
粘土 mattika 188 跋苔 Vajjl (园，抜） 37 

跋陀趑 B haddavatika (邑） 171 

ノ Upananda (比丘） 48，147,149, 

152,154,155,191，200,266 
惱孔者 vihesika 387 

Eる akkosati 

yana 
498 

326,546 
b,ビ 

乘物に朶れる者 yanagata 326 日伞 chatta 323 

ハ，パ 
日举を手にせる者chattapani 323 

非雌 aparipacita 108 

一12— 
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淡小索 •ほ（非——步リ • 

非難 annatika 95,98,286 布薩食 uposatluka 120,125,295 
力取11の比丘E aimatika bhikkhuni 286 附陡物 par iv且ra 29S 
觸 vikiila 136,444 1怖^^ bhayakatha 260 
非時衣 akalacfvara 397,398 |綺女©裝身A itthiilankara 54S 
非時食 yamakalika 132,515 録女論 itthikatha 260 

yamakalika 295 風雨時 vatavutthisamaya 189 
非雅泞浓 anuvadAdhikarana 199,387,487 avasathagara 28 
非法 anacara 133 復搭せる荠 asarita 2IS 

adhamrnakamma 58,61,84, 93,200， 逛罪波羅夷 vajjapa^icchadika parajika MS 

230,241,2-13,246,355,476 迓敝 kandupaticchacli 272 
非铑行 abrafimacariya 515 12面せる弈 ogunthitaslsa 328 
非梵行？? abfahmacarini 87 冬 hemanta 4S0 
脈に raho . 152,153 粉藥 cunna 18S 
被糊- ukkhittaka 218 mi kalaha 202 
被识隨顿波羅火' ukkhittanuvattika parajika 350 艱物 parfisukula 26d 
被齢• kammakara 362 武器 avudha 325 
_ abbhakkhana 211 武器を手にせ■る苦avudhapani 325 
百六十六波通1S法 chasatthisata pacittiya dhamma 舞踊 nacca 433 

418,555 buddha 165 
按滅されたる沙链nasita samanuddesa 221 餺衣 sugatacivara 274 
_許 nasitaka 222 佛衣fl： sugatacivarap])amana 274 
itTc. bhikkhu 362 怫手尺 sugatavidatthi 270, 271，274,451 
比丘無きびぬ abhikkhuka avasa 505 怫所說 buddhabhasita 23 
比记尼 bhikkhunr 91,342,362 文蹄脚 bundikabaddha 63,267 
比 17:尼の於旋せし食 bhikkhuniparipacita pinriapata 105 分果人 phalabhajaka 60 
比ft:尼の往焰 bhikkhunupassaya 89,91 分嗷食人 khajjabhajaka 60 
比芘尼分別 bhikkhunlvibhanga 337 分座堂 patikkamana 12S 
尾毛牌 pallanka 4^1 分雜紬物人 appamattakavissajjaka 60 
■K舍法鹿子母 Visakha Migaramata 256 •分粥人 yagubhajaka 60 
岛含52 Vesali C市）37,120,1仏144,363,497 分房舍人 senasanapaniiapaka 60 
白 fiatti 205,215,353,366 
白衣女 yiliini 551 へ，ベ 

iiatticatuttha kamma 82,241,Si2 
白鳥 himsa 419 兵隊 anika 170 
白二羯瘀 nattidutiyakamma 241, 293 屛(2D處 paticchanna 152,153; 436 
病资Aたる朶资八（粲设） 沿、行外遒， paribbajaka 146,462;189 

pilanapaccnyabhesajjaparikkhara 92; 245 沿行办进女 paribbajika 144,146,462 
_ gilanasamaya 119,188 轵髮梵志• jatila 171 
病比£ gilana bhikkhu 182 米酒 . odanasura 174 

吠舍家 vessakula 289,441 

フ，ブ 
籠 て)Qvasura 174 
別赖 ganabhojana 118 

不3取 anagamin 38 別住 parivasa 48,200 

540 anagamiphalassa sacchikiriya 41 別tt# parivSsika 
不恭玟 anadariya 301 
不苡觅尼 amulhavinaya 335,564 
不犯 anapatti 6 

ホ，ホ 

不與取 adinnadana 515 步取 pattl sena 1 AC 
布舔 uposatha 218,508 步兵k pattanika 

100 

170 
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戍字索殴（法——欲) 

麼 お"S Mahakotthila ('比 £) 

穿?>了切茲那 Mahakappina (比丘） 

摩 H周55 Mahacunda (比 ft) 

MahSnama CES2S) 

茂河汶間汶拢拉云餌Mahapajapati Gotami 

(比E尼) 

(肉） 京職 

糊 
枕 

Magadha 

manatta 

Mallika 

mmbohana 

latatula 

(王妃） 

， 

appasanna 2,219 

未受具者 anupasampanna 24,401 

未成品 vippakata 265 

身に著持せるものkayapatibaddha 344 

身より放てるものnissaggiya 344 

味 rasa 181,253 

水と掛技 udakadantapona 142,379 

れたる姿筠にて坐せる者 
pallatthikaya nisinna 327 

芒!3 manta 497 

蜜 madhu 140,559,560 

mm madhv-asava 174 

望便病 madhumeha (踏尿病） 10 

名 nama 9 
命揼 jlvitmdriya 197 

命難 jlvitantaraya 202 

賊钼 tassapapiyyasika 335,5&4 

ム 

每顆解找 appanihita-vimokkha 40 

祭)£3三昧 appanihita-samadhi 41 

法 dhamip** 23,323 

法鄉 dhammasambhoga 217 

法 dhammanadariya 179 

ftJh ratanavagga 275 

assattha . 51 

susana 141 

亡s冷 pubbapetakatha 2G0 

parivena 505 

梵行 brahmacariya 撕, 380,‘147 

«frJS brahmacariyantaraya 202 

マ 

無ISTH受 appan itiita-samapatti 41 

M极のm绞 amulaka sanghadisesa ZU 

無惯傥》 alajjma 237 

40 animitta-vimokkha 

無相三昧 animitta-samadhi 41 

無桕IE受 animitta-samapatti 41 

無盘 apanaka 198 

無蟲水 appanaka uclaka 78 

無病 agilana 112,558 

メ 

免罪# 

綿 

kappa 

tula 

366 

268 

モ 

!妄語 musavida 515 

木綿 rukkhatula 268 

餅 puva 128 

畑處 suvanupacara 148 

晡■密 sotassa raho 109,153 

ヤ 

夜叉男 yakkha 343,376,379 

夜文女 yakkhi 152,154,210 

槩〇用 bhesajjakaraniya 164 

ユ 

由旬 yojana 101,208,481 

迹行す carikam carati 478 

surakatha 260 

指に_て探る angulipatodaka 175 

a 

誠果 sotapanna 38 

mam sotapattiphaiassa sacchikinya 41 

mm sotapanna 14 

職犯 sotipatti 10 

與欲 chandadana 540 

用水 paribhojaniya 505 

m nigrodlia 54 

kayabandhana 195 

逛 ganda 510 

mn kilesa 10 

ラ 

105105105160424脱392251271268 

90,117.83,177,269., 
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m—m) 
裸行品 acelakavagga 171 

裸形外逬 acelaka 146 

獅品 naggavagga 466 

Rahula (比E) 26，105 

m dadhi 559,560 

樂靜 iumiagare abhirati 41 

利養の爲に 

y 

amisahetu 93 

離惡 kilcsapahana 41 

獅語 pesunna 19 

雉革 Licchavi 363 

J5婆多 Revata Otft) 105 

m pakara 430 

mn- tiropakara 431 
律師 vinayadhara 107 

列兵 

蓮池 

balagga 

p>okkharani 

窃地 ajjhokasa 437 

六群比 ft chabbaggiya bhikkhii 6,9,18,22, 

48,67,92,99,102,111,135,139,161,165,169,175.180. 

194,197,199,216,226,228,231,232-234,237,240,242, 

244,260,268,269,272,273,288,301,317,507 

六群比丘尼 chabbaggiya bhikkhuni 288,354, 

393,420,493,4H ^3,547, &49,557,559,561,562 

六種衣 cha civara 194,244 

六種の糸 cha suttani 4S5 

六神通 chalabhlfija 38 

綺 abhidhamma 9^ 

論師 dhammakathika 107 

一（Id )— 
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吉山和 
水本泉 

睦智得 
子敎成 

山山水逸平林西中立佐久金小石故 
本较野見等 野花中藤野森野黑赤 

Jベ 岛 沼 
智良弘梅通五義较俊癸a芳跅行彌智 
敎順元榮昭邦雄照湓彌智隆佼忍致舂 

文文j 口文:％文文文文gg文文文文文^:文女文窃 

士士士 士士士士士士士士士士士士士士士士士 
口 炫 

洱山小 疫山宕增福干羽長:土高坂栗神故宇和阿 
邊本野 邊田田永岛潟溪弁田楠本原林获井泉部 

直 順 旅 
俊快:玄 找韶菱镫四■了其勝次幸廣隆运伯得文 
英餌妙 雄城道鳳郞祥諦琴彌郎男廊淨來窃成雄 

文文文 文文文文文文文文文文文文文文文文文 

织舉积 隳學©筚學织胡學级砑帛彤胃胃铅铅嗫 
士士士 士士士士士士士士士士士士士士士士士 

岡金逋 渡]]]官炫藤平花成故髙末佐故金上石靑 
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About 

The original65 volumes in 70 parts of the Nanden DaizGky5 

(南傳大藏經）were published 1936H by the Takakusu Hakushi 

Koseki Kinenkai (高楠博士功績記念會纂譯)，under the ed¬ 

itorship of Takakusu Junjiro (高楠順次郎；1866-1945' who 

also used the resources of the laisno Shmsnu Daizokyo Kankokai 

(大正新脩大藏經刊行會).It contains the complete Pali canon 

as well as additional texts like the Milindapanha, Visuddhimagga 

and Edicts of Ashoka. A reprint was published by Jaisho Shinshu 

Daizokyo Kankokai (大正新脩大藏經刊行會）in Tokyo from 

1970 onwards. The three-volume index was edited by Mizuno Ko- 

gen.1 2 

The translation of the Pali-Canon, Nanden Daizokyo is no longer 

in Japanese copyright, as determined by the National Diet Library, 

Tokyo. Tneir reasoning is given below: 

2014年1月7日インターネット提供に対する出版社の申 
出への対応について。2013年7月12日付ニュースでお知 
らせした一般社団法人日本出版者協議会及び大蔵出版株 
式会社から『大正新脩大蔵経』（全88巻）ほかのインタ-ネット提供の中止を 
求める旨の申出を受けた件に関し、その後の対応について報告します。3 

当館では、申出を受けて、当該資料のインターネット提供を一時停止し、当 
面館内利用に限定するとともに、2013年7月に館内検討組織を設置し本事案の 
検討を行い、5名の有識者のヒアリング等も踏まえて、下記の結論を取りまと 
めました。 

1Biogr.:鷹谷俊之（1891-1970);高楠順次郎先生伝;Tokyo 1957 (武蔵野女子学院). 
2水野弘元;Nanden daizokyo sosakuin [南傳大藏經総索引];“Comprehensive Index to the Pali Canon,” 

Tokyo 1959-60 (Nihon Gakujutsu Shmkokai). Scans availaole on archive. org. Permalinks: Vol.1-1(第1 
部上巻)：ark: /13960/t0rr2qp0m, Vol.1-2 (第1部下巻)：ark:/13960/t0zp4xl5x, Vol. 2 (第2部): 
ark:/13960/t9sl8vg4b. 

32013年7月12日近代デジタルライブラリー提供資料の一時公開停止について 
国立国会図書館が、近代デジタルライブラリ-等で提供する『大正新脩大蔵経』（全88巻）及 
び『南伝大蔵経』（全70巻のうち21巻）について、一般社団法人日本出版者協議会及び刊行元 
の大蔵出版株式会社から、「当該資料は、現在も商業刊行中であり、公開中止を求める」旨の申 
4を受け& b广々 

当館としましては、当該資料はすでに著作権の保護期間が満了しており、遠隔地でも広く利活用 
可能とするため、インターネット公開が望ましいとの基本的立場に変わりはございません。しか 
しながら、直接の利害を有する商業出版者の申出であることに鑑み、当面3か月程度を目途にし 
かるべき検討を行うこととし、その結論が出るまでの間、当該資料のインターネット提供を一時 
停止し、館内利用に限定することといたしました。 
利用者の皆様には、ご不便をおかけいたしますが、円満な解決に向けて、引き続き努力を 
重ねてまいりたいと存じますので、ご理解を賜りますようお願いいたします。（Archived at: 
https://web.archive.org/web/20140111204528/http://www.ndl.go.jp/ip/news/fy2013/ 
1201734_1828.html) 

suttacentral.net 

Scans zenwort.de 

mailQzenwort.de 
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1. 『大正新脩大蔵経』（1923年〜1934年、大正一切経刊行会、全88巻）に 
ついては、インターネット提供を再開する。 

2. 『南伝大蔵経』（1935年〜1941年、大蔵出版、全70巻）については、当 
分の間、インターネット提供は行わず、館内限定の提供を行う。 

検討の詳細につきましては、報告書（「インターネット提供に対する出版社の 
申出への対応について」4)を参照ください。 

現在、日本出版者協議会及び大蔵出版株式会社と『大正新脩大蔵経』のイン 
ターネット提供の再開について協議を行っているところであり、再開の時期に 
ついては未定です。解決に向けて、引き続き努力を重ねてまいりたいと存じま 
す。 

The National Diet Library limits its scan to m-house use. ° 

All original material created by SuttaCentral is dedicated to the Public Domain by means 

of Creative Commons Zero.6 This file was created on February 17, 2020 by Henry Lohner, 

Munich on behalf of suttacentral.net: 

^SuttaCentral is a website run by a small team, originally based in Australia. We 

have no institutional affiliation, but are just a group of friends interested m the 

Suttas. The founders are Rod Bucknell, John Kelly, and Bhante Sujato. As of 

2017 the main developers are Bhante Sujato, Ayya Vimala, and Blake Walsh. 

Financial support for the site comes from the SuttaCentral Development Trust, 

a non-profit charity incorporated in Australia. 

SuttaCentral aims at facilitating the study of Buddhist texts from compar¬ 

ative and historical perspectives. It focuses on the texts that representuEarly 

Buddhism,” texts preserved not only in the Pali Sutta and Vinaya Pitakas but 

also in Chinese and Tibetan translations and in fragmentary remains in Sanskrit 

and other languages. 

If you make use of any of our material, even though you are under no legal 

obligations, we respectfully request that you: 

Provide a notice of attribution. 

Maintain the spirit of the Buddhist tradition. 

Please let us know if you would like any assistance in maKing use of our 

materials.” 

韻*## 

4 Archived: https : //web. archive. org/web/20140114004605/http: //www. ndl.go. jp/jp/ 
news/fy2013/report140107.pdf (pdf: 435 kB) 

5 Call number:183.039-M72311(DOI: 10.11501/2997519). 
6 http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ 
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Journey to the West (西遊記)：“The Seiryu-zan Goblin (青竜山妖怪）steals the Tripitaka from 

the ‘monkey.”’ (Woodcut by Katsushika Taito葛飾戴斗1818-54). 
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